
 

 

 

 

 

 

平成２１年度事業 

自己点検評価・外部評価報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年７月 

独立行政法人日本学術振興会 

 





 
 

目     次 

 
 

平成２１年度事業自己点検評価・外部評価報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
平成２１年度監事監査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
附属資料 
 独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
 独立行政法人日本学術振興会外部評価委員名簿

 

 独立行政法人日本学術振興会外部評価実施要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
 独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程・・・・・・・・・・・・・・  

 
独立行政法人日本学術振興会平成２２年度自己点検評価実施要領・・・・・・・

 
独立行政法人日本学術振興会平成２１年度事業の評価手法について・・・・・・

 
独立行政法人日本学術振興会中期目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 
独立行政法人日本学術振興会中期計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
平成２１年度独立行政法人日本学術振興会年度計画・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
 平成２１年度自己点検評価・外部評価の実施経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

1 

 191

195

 197

199

207

209

211

261

269

 301

335





 
 

平成２２年７月１５日 

 
 
 
独立行政法人日本学術振興会 

理事長 小 野 元 之  殿 

 
 
 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会 
  委員長 稲 永   忍 

 
 
 

平成２１年度事業に係る外部評価報告書について（提出） 

 
 
標記のことについて、独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程（平成１

６年２月２０日規程第４号）第２条第２項の規定に基づき、報告します。 

1





外部評価結果の総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

評価シートの記載事項について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

日本学術振興会が果たすべき役割の評価

１　学術の特性に配慮した制度運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

２　学術研究の推進（我が国の発展を担う幅広い学問分野の振興）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

３　若手研究者の養成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

４　学術の国際交流を通じた国際競争力の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

５　審査・評価機能の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

６　平成２１年度補正予算に係る業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

平成２１年度事業評価

平成２１年度事業に係る外部評価結果一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置

１　総合的事項　１）学術の特性に配慮した制度運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

（１）学術の特性に配慮した制度運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

（２）評議員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

（３）学術顧問会議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

（４）学術システム研究センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

１　総合的事項　２）業務運営に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

（５）自己点検及び外部評価の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

（６）情報システムの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

（７）研究費の不正使用及び不正行為の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

（８）内部統制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

２　学術研究の助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

（１）審査・評価の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

（２）助成業務の円滑な実施････・・・・・・・・・・・・・・･････････････････････････････････････････････････48

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

（４）助成の在り方に関する検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

３　研究者の養成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

（１）全般的な取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

（２）選考審査の適切な実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

（３）事業の評価と改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68

（４）特別研究員事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

（５）海外特別研究員事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

（６）若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

（７）日本学術振興会賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78

（８）若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

４　学術に関する国際交流の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82

（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

（２）研究教育拠点の形成支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88

（３）若手研究者育成のための国際交流支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92

（４）アジア・アフリカ諸国との交流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94

（５）研究者の招致・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98

（６）大学等における研究環境の国際化支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100

（７）事業の評価と改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102

目　　　　　　　次

3



５　学術の応用に関する研究の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104

６　学術の社会的連携・協力の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108

７　国の助成事業に関する審査・評価の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112

（１）２１世紀ＣＯＥプログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116

（２）グローバルＣＯＥプログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118

（３）組織的な大学院教育改革支援プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120

（４）質の高い大学教育推進プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122

（５）大学教育推進プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123

（６）世界トップレベル研究拠点プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124

（７）政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126

（８）国際化拠点整備事業（グローバル３０）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128

８　調査・研究の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 130

９　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134

（１）広報と情報発信の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136

（２）成果の普及・活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 138

１０　前各号に附帯する業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 140

（１）国際生物学賞にかかる事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142

（２）学術関係国際会議開催にかかる募金事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144

（３）個別寄附金及び学術振興特別基金の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 146

１１　平成２１年度補正予算（第１号）に係る業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148

（１）先端研究助成業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 152

（２）研究者海外派遣業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154

（３）先端学術研究人材養成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 156

第二　業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158

１ 業務運営の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 162

２ 職員の能力に応じた人員配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 166

３ 情報インフラの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167

４ 外部委託の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 168

５ 随意契約の見直し及び監査の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 169

６ 決算情報・セグメント情報の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172

７ 基金の管理及び運用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 173

第七　その他主務省令で定める業務運営の効率化に関する事項

２　人事に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174

（１）職員の研修計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 176

（２）人事交流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 177

（３）人事評定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 178

 （４）競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される

　　 任期付き職員にかかる人事配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180

（５）職員の福利・厚生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181

３　人件費に関する指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182

4



5



6



7



8



9



＜特記事項シート記載事項＞

＜全体シート記載事項＞

評価シートの記載事項について

　評価シートは、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が、中
期目標、中期計画及び年度計画に基づき、平成21年度において実施した事業・業務
の実績について、以下の各項目を記載したものである。
　評価シートは、「特記事項シート」、「全体シート」とそれに付随する「個別
シート」から成る。
　特記事項シートでは、中期目標に掲げられた法人の果たすべき役割について、多
角的な評価を実施した。
　全体シートでは、付随する各個別シートでの記載内容を踏まえて、年度計画に定
められた大項目ごとに、事業全般にわたる総括としての意義・必要性、得られた成
果に関する評価、自己点検評価結果等を記載した。個別シートでは、年度計画に定
められた項目毎に業務実績、評価基準の達成度等を記載し、それらの個別シートを
取りまとめる形で全体シートを作成した。
　
　評価シートの各項目に記載した内容は、以下のとおりである。

1．自己点検評価
　法人が果たすべき役割についての評価を記載したもの。

2．評定（自己点検、外部評価）
　平成21年度の事業、業務が学術振興のためにどのような役割を果たしたのかを評
価し、記述したもの。なお、評価基準については、下記6を準用する。

1．中期計画

2．意義・必要性
　当該業務・事業を行う意義・必要性について記述したもの。

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価
　事業・業務を実施した結果として得られた具体的な成果に対して、付随する個別
シートの内容を踏まえた上で、定性的な評価を記載したもの。

5．決算額（支出額）
　決算額（支出額）をセグメント毎に記載したもの。
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Ｓ：特に優れた実績を上げている。

Ａ：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調、

　　または、中期目標を上回るペースで実績を上げている。

　　（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が100％以上）
Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、

　　中期目標を達成し得ると判断される。

　　（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が70％以上100％未満）
Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要で

　　ある。

　　（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が70％未満）

＜個別シート記載事項＞

6．自己点検評価
　平成21年度事業に係る当該事業・業務に対する自己点検評価の結果を包括的に記
述するもの。後述する個別シートの記載内容を踏まえ、総合的な評価を記載したも
の。なお、評価基準は以下のとおり。

7．自己点検結果の推移
　上述の「6．自己点検」で記載した自己点検評価結果を記載したもの。

8．中期計画の進捗状況
　上記「1．中期計画」で記載した中期計画に対しての平成21年度末時点での事
業・業務の進捗状況を記載したもの。

9．外部評価
　外部評価委員による評価結果を記入したもの。評価基準については、上記6と同
様である。
　なお、各全体シート中の外部評価については、p.11～17に一覧としてとりまとめ
ている。

（1）年度計画

（2）業務実績
　事業・業務の当該年度の実施状況について、その概要を簡潔に記載したもの。

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価
　各事業・業務の内容やその特質によって評価を実施するのにふさわしい「評価の
観点」を記述し、達成度を検証・評価したもの。なお、評価基準については、上記
6と同様である。

（4）指摘事項に対する見直し状況
　当該事業・業務が国の政策、政府の諮問機関からの指摘を受けている場合、見直
し状況、改善の達成度を評価・検証し、記述したもの。

（5）評価資料
　自己点検及び外部評価のために提出された資料。
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特記事項シート

１　学術の特性に配慮した制度運営

日本学術振興会が果たすべき役割の評価

【自己点検評価】

　振興会は、学術の振興を図ることを目的とした資金配分機関として、研究者の
活動を安定的かつ継続的に支援していくことが求められている。これらの役割を
果たすためには、多様な研究や時流に流されない普遍的な「知」の探究を萌芽
段階から長期的な視点の下で推進していくことが必要であり、研究分野ごとに異
なる学術研究の特性に応じた支援方法やその手法を踏まえて、研究者の意見を
的確に事業に反映していくことが最も効果的である。
　そのため、ノーベル賞受賞者や著名な研究者で構成される学術顧問会議、大
学等の研究現場の第一線で活躍する研究者で構成される学術システム研究セ
ンターを整備し、研究現場の生の声を汲み取り、その意見を業務の改善や見直
しに反映できる体制を構築しているところである。
　平成21年度においては、全ての学問分野をカバーする体制を強化するため、
学術システム研究センターの主任研究員を１名増員し、緊急性の高い新規事業
などにも対応できるよう体制を強化したところである。また、新規事業の立ち上げ
に当たっては、諸課題の解決に学術研究の動向を踏まえつつ対応できるよう、
必要に応じ学術システム研究センターが企画段階から参画できる体制を整備し
たところである。また、学術顧問会議には、今後の事業展開など、中・長期的な
視点からの幅広い意見を求め、その意見を的確に反映できるようにしている。
　これらの体制を整備することにより、我が国の持続的な発展を支える学術研究
の振興のために不可欠な、科学研究費補助金、特別研究員、学術の国際交流
などの諸事業に研究者の意見を取り入れ、学術研究の特性に配慮した事業が
効果的に実施できている。一方、研究開発力強化法の見直しの中で、研究開発
法人の在り方の議論が進められており、見直しの状況を踏まえつつ、ファンディ
ングエージェンシーとしての体制強化に向けた検討が必要である。

自己点検
評定

外部評価
評定

Ｓ

Ｓ

２　学術研究の推進（我が国の発展を担う幅広い学問分野の振興）

【自己点検評価】

　学術研究を振興するためには、学問分野の多様性を確保しつつ、独創的な研
究活動を支援することにより、研究活動の裾野の拡大を図り、重厚な知的蓄積を
形成することを目指すことが重要である。科学研究費補助金は、こうした考え方
を基本として、人文・社会科学から自然科学までのあらゆる学問分野における研
究者の自由な発想に基づく研究課題の申請を受け付け、優れた研究成果が期
待でき、知的資産の形成に資する独創的な研究課題を選考し、その支援を行っ
ている。
　平成21年度においては、学術システム研究センターの機能を活用し、研究種
目の特性に応じた適切な審査基準の設定、公正で透明性の高い審査委員選考
システムや審査・評価システムを構築した上で、審査業務等を実施するとともに、
研究活動に支障を来すことがないよう、交付業務を迅速かつ的確に行った。
　なお、新規採択課題の交付内定を4月1日付けで発出したことは、他の競争的
資金の審査・配分業務の模範となるべきものであり、特筆すべき成果といえる。
　今後は、交付申請手続きの電子化を進めるなど、更に研究者や研究機関の負
担軽減に努め、学術研究の推進に向けた取り組みを進めていくこととしている。
　また、人文・社会科学研究の振興は、振興会に求められる大変重要な役割の
一つであるが、平成21年度より新たに実施した既存の学問・研究分野にとらわれ
ない異分野融合型の共同研究は、その応募件数からも期待の高さが顕著であ
り、事業を拡充していくことが求められている。

自己点検
評定

Ｓ

外部評価
評定

Ｓ
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特記事項シート

３　若手研究者の養成

外部評価
評定

Ａ

４　学術の国際交流を通じた国際競争力の強化

【自己点検評価】

　学術研究を振興するためには、研究能力の高まる時期にある若手研究者を支
援し、優れた研究者を養成・確保していくことが重要である。我が国が持続的に
発展していくためにも、学術研究の発展を担う創造性豊かで国際的視野に富ん
だ若手の研究者を育成することが必要である。
　また、新しい時代に対応し、男女共同参画社会を推進させるためにも、女性研
究者を含む多種多様な研究人材を確保することが必要となっている。
　そのため、個人支援型の特別研究員（ＤＣ・ＰＤ・ＳＰＤ）、特別研究員（ＲＰＤ）、
海外特別研究員事業を推進するほか、機関支援型の若手研究者インターナショ
ナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ）などの多様な取り組みを行い、我が国の研
究者養成の重要な役割を担っている。
　平成21年度においては、特別研究員、海外特別研究員合わせて2500名を超
える若手研究者を新規に採用するとともに、ＩＴＰにおいても、10課題を新たに支
援することによって、潜在能力を持ち、将来が期待できる若手研究者に対し、そ
の支援を行ったところである。
　また、優れた研究を進めている若手研究者を見い出し、早い段階に顕彰するこ
とによって研究意欲を向上させることを目的とし、人文・社会科学から自然科学
にわたる全ての分野を対象とした、これまでに類を見ない「日本学術振興会賞」
を実施することにより、優れた研究者の養成・確保に寄与した。
　さらには、特別研究員（ＲＰＤ）について、採用期間の延長要望等を踏まえ、採
用期間を２年間から３年間に延長する制度改善を実施し、男女共同参画社会の
推進にも寄与している。
　今後とも、第3期科学技術基本計画の実現に向けて、若手研究者の養成を重
点的に実施し、その役割を果たしていく。

自己点検
評定

Ｓ

外部評価
評定

Ｓ

【自己点検評価】

　我が国が国際社会における役割を果たすとともに学術研究を一層発展させる
ためには、先端的研究分野の共同研究や研究者の国際的な交流などの学術の
国際交流を一層推進することによって、研究者ネットワークを構築し、世界的な
諸問題の解決に向け、国家を越えて取り組んでいくことが必要である。特に、共
同研究等による研究人材の交流は、大学等の研究機関の国際化に貢献するだ
けでなく、我が国の若手研究者や大学院生に対する大きな刺激となっている。
　そのため、若手研究者からノーベル賞級の著名な外国人の研究者を対象とし
た複数の招へいプログラムを実施するとともに、共同研究への参画、国際シンポ
ジウムへの参加が可能となる学術国際交流の事業を総合的に実施している。
　平成21年度においては、海外の学術振興機関との緊密な協力関係を土台に、
「ボトムアップ型国際共同研究事業」等を新たに実施した。また、最先端の学術
動向を踏まえ、海外の学術振興機関との協定締結、協定・覚書改正等を行うこと
により、諸外国との協力関係を強化し、学術国際交流の支援を適切かつ柔軟に
実施した。
  さらには、アジア・アフリカ諸国との事業を実施し、同地域とのネットワーク構築・
強化を図るとともに、研究人材の育成にも貢献した。
　また、我が国の大学の国際展開を支援するため、我が国の国際競争力の強化
に向けた取り組みを積極的に行った。
　今後とも、海外研究連絡センターを活動拠点として、諸外国の学術振興機関と
の協力関係を維持・発展させ、我が国の国際競争力の強化に向けた学術の国
際交流を促進していく。

自己点検
評定

Ａ
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特記事項シート

５　審査・評価機能の活用

６　平成２１年度補正予算に係る業務

Ｓ

外部評価
評定

【自己点検評価】

　国(文部科学省)が実施する、学術研究の振興に資する取り組みや大学改革の
プログラム等の助成事業については、第三者機関が公平・公正に審査・評価業
務を実施すること及び、各プログラムの趣旨・目的に則した適切な取組を選定す
ることが不可欠である。
　振興会には、平成11年度から科学研究費補助金の審査業務の一部移管が開
始され、公正・公平で透明性の高い審査・評価業務を実施してきており、永年に
わたる実績とそのノウハウが蓄積されている。また、学術システム研究センターの
機能の活用や、研究者コミュニティとの信頼関係に基づく強靱な審査体制を構
築してきており、高い信頼性を確保してきている。
　こうした背景から、独法化以降、多くの国の助成事業の審査・評価を実施してき
ており、平成21年度は、新たに「大学教育推進プログラム」、「国際化拠点整備事
業（グローバル３０）」の審査・評価業務等を実施した。
　公募・審査においては、各事業の目的を達成することができるよう適切な審査
要項を定めるとともに、きめ細やかな情報開示を行うなど、公平・公正に実施した
ところである。
　今後も、振興会に蓄積されたノウハウを活用しつつ、適切な審査・評価を行い、
学術研究の振興に貢献していく。

自己点検
評定

Ｓ

【自己点検評価】

　振興会は、我が国における学術振興を図るための中核的な機関として、科学
研究費補助金をはじめとする助成事業等の募集・選考や評価等に関して専門的
なノウハウを有している。そのため、平成２１年度補正予算(第一号）により交付さ
れる補助金による事業（先端研究助成基金、研究者海外派遣基金）を実施する
にあたり、効果的かつ効率的に事業を実施するためにも、振興会に基金を設置
することが最も相応しいとされ、独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正
した上で、基金事業を開始したところである。
　平成２１年度においては、取扱要領等の諸規程を整備し、「先端研究助成基
金」、「研究者海外派遣基金」を造成するための「基金管理委員会」を設置するな
ど、基金の適切な管理・運用体制を構築した。
　先端研究助成基金による「最先端研究開発支援プログラム」については、将来
における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究を推進するため
の３０課題が選考され、交付内定から助成金の交付までの作業を迅速かつ確実
に実施した。
　また、研究者海外派遣基金による「研究者海外派遣事業」については、個人、
或いは研究機関に支援を行い、我が国の大学等研究機関の国際化を図るととも
に、競争力強化の源となる人材の育成を行うため、将来における我が国の経済
社会の発展の基盤となる有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進したとこ
ろである。
　基金事業は、平成２５年度末までの時限付き事業ではあるが、我が国の持続的
な発展の基盤となる先端的な研究の推進、或いは、有為な研究者の海外派遣を
推進することにより、その役割を果たしていくこととしている。

自己点検
評定

Ｓ

外部評価
評定

Ｓ
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外部評価 評定

第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１　総合的事項　１）　学術の特性に配慮した制度運営　

１　総合的事項　２）　業務運営に関する事項　

２　学術研究の助成

（５）自己点検及び
外部評価の実施 　情報システムの整備に関しては、e-Radとのログイン機能の統合など連携を

強化することで、完全電子化のためのインフラ整備がなされ、十分なセキュリ
ティ対策が講じられたことは評価できる。今後はこのインフラを活用して、さら
に多様化すると思われる研究者側からの要望に対して、より細やかにまた的
確に対処することを望む。また、電子化された応募は研究動向の基礎データ
として活用可能であり、その公表にも努められたい。研究費の不正使用は我
が国のアカデミア全体に計り知れない弊害をもたらすこととして、一層の広報
活動を望む。現在でも極めて効率的な業務運営が行われているが、その努
力を今後とも継続されることが重要である。

Ａ

（６）情報システム
の整備

（７）研究費の不正
使用及び不正行為
の防止

（８）内部統制の充
実

平成２1年度事業に係る外部評価結果一覧

項目（年度計画）

（１）学術の特性に
配慮した制度運営

　研究の現状と動向を把握し、研究の課題設定、推進、研究成果の結実、自
らが属する研究分野への貢献の検証は、研究者自身による構想や展望が肝
要である。そのことの重要性を十分認識するメンバーからの意見聴取は振興
会の事業推進にとってきわめて有益であり、そのことをシステムとして運営で
きる体制が確立していることを多としたい。また、ガバナンス関連の業務の効
率性、透明性についても検討を重ねていることが認められる。

Ｓ

（２）評議員会

（３）学術顧問会議

（４）学術システム
研究センター

（１）審査・評価の充
実

　平成21年度には府省共通研究開発管理システム(e-Rad)とログイン機能等
の統合化により、各種手続きの大幅な簡素化が図られた。また、応募手続き
の電子化、審査業務の電子化に続き、交付業務の電子化にも取り組み、業
務の一層の効率化を推進した。また、審査員の約1,500名の増員により、一
人当たりの平均審査件数を96件から、76件に抑制し、負担軽減と十分な審
査時間の確保により、よりきめ細かな審査を目指したなどの改善がなされた。
  このような業務効率の改善により、約85,000件の応募に対し書面審査、合
議審査、一部ヒアリング審査などを行い、19,000件の採択を3ヶ月間で効率的
に実行し、4月1日に交付内定通知を発出したことは特筆に価する。
  不正使用および不正行為に対しては、各研究機関における研究費の管理
や監査を徹底させるとともに、事業説明会等を全国各地の研究機関などで
実施し、注意喚起、助言などを行っている。さらに不正使用等を行った者に
対しては、一定期間、補助金の交付を制限する罰則を適用するなど厳格に
対応し、不正使用などの防止に努めている。
  研究成果の把握・公表に関しては、研究成果報告書を国立情報学研究所
の電子媒体データベースで効率的に公表できる仕組みを構築し、普及に努
めている。今後、データベースの活用状況も調査されるとよい。
　また、研究成果報告書が未提出となっているものについては、平成22年1
月に会計検査院の指摘を受け迅速に対応したことは評価できるが、報告書
の未提出の解消に向けて、振興会のガバナンスの改善を望む。
　研究成果の社会還元・普及に関しては、季刊の「科研費NEWS」の充実を
図るとともに、「ひらめき☆ときめきサイエンス」事業では、平成21年度に123
研究機関で208プログラムを実施し、（平成17年度に比し約6倍）研究成果の
普及と学術に対する国民各層の理解向上に努めている。
　なお、科研費の審査体制をより良くするためには、審査に充てる予算の増
額が必要であり、今後の見直しや改善に向けた検討が望まれる。

Ｓ

（２）助成業務の円
滑な実施

（３）研究成果の適
切な把握及び社会
還元・普及

（４）助成の在り方
に関する検討
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３　研究者の養成

（７）日本学術振興
会賞

（８）若手研究者の
自立的研究環境整
備促進プログラム

（１）全般的な取組
み

　研究者の養成に係る全ての事業については、本年度も特別研究員等企画
委員会や学術システム研究センターに設置した作業部会において、制度や
審査方法の点検・見直しが行われ、審査情報の更なる開示や申請書の改善
が着実に進められている。特別研究員等審査会については、女性委員の登
用に配慮しつつ、外部から多数の審査委員の参画を得て、審査の公平性が
極めて高く保たれている。また、審査方針や選考方法等が募集要項、ホーム
ページなどで公開され、透明性の確保も図られている。さらに、5,700人を超
える特別研究員や海外特別研究員に対する資金供給など、各種補助金の
支給も円滑に行われている。
　出産・育児による中断の後、研究に戻ることができる特別研究員制度（ＲＰ
Ｄ）が、優れた女性研究者に研究への道を、再度切り開いたことの効果と反
響は予想以上に大きい。研究成果をあげて職を得るには、期間が２年では
短すぎたことから、極めて迅速な決断をもって３年に延長されたことは、制度
実施体制における優れた柔軟性として評価できる。この改善により、ＲＰＤの
研究成果により就職することができるなど、ＲＰＤの効果が一段と上ることを期
待したい。
　若手研究者の海外派遣は総体として見れば進んでおり、高く評価できる。
大学が組織的に海外の大学と連携して、若手研究者が海外の大学で研究を
行うなどの機会を提供するインターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴ
Ｐ）は大学院教育の国際化にも大きく寄与することから、ダブルディグリーや
ジョイントディグリーへとつなげていける基盤としても、重要な事業である。大
学院教育は研究行為と密接に結びついていることから、学位取得における、
ＩＴＰの効果も、事業評価の一つの軸にすることが望ましい。
　加えて、日本学術振興会賞についても、絶えず質的向上を目指した改善
が図られている。
　以上、全ての事業が中期計画に則って、公正性・透明性を確保しつつ、限
られた数の職員によって迅速かつ効率的に実施されており、事業の目的が
期待される以上に達成されている。今後、本中期目標期間内に、これまでに
各事業を通じて支援した若手研究者の追跡調査を行い、各事業の効果性に
ついて検証することを期待する。

Ｓ

（２）選考審査の適
切な実施

（３）事業の評価と
改善

（４）特別研究員事
業

（５）海外特別研究
員事業

（６）若手研究者イ
ンターナショナル・ト
レーニング・プログ
ラム
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４　学術に関する国際交流の促進

（１）諸外国の学術
振興機関との協力
による国際的な共
同研究等の促進

　諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進につい
ては、エジプトとの協定を新たに締結するなど、学術ネットワークの強化を進
めると共に、相互互恵の原則による経費負担の見直しおよび事業の効率化
を行った他、審査の公正性・透明性の実現を図っていると評価できる。その
一方で、長年にわたり続けられてきた二国間の国際交流には、研究者の個
人的なつながりや歴史の流れの中で、続けられてきたが、研究には国境はな
い。研究者は常に世界を意識して研究活動を行っている。ＩＣＴの発展によ
り、情報は一瞬にして世界に広がる時代には、研究者のネットワークによる地
球規模の国際的な共同研究が重要になっている。少子化の日本は新しい研
究領域の開拓も国際的な協力で進めていく必要がある。従来の二国間共同
研究の制度を見直すことも必要ではないか。
　研究教育拠点の形成支援については、先端研究拠点形成及び若手研究
人材育成の両面に於いて着々と実績を積み重ねている。特に日独共同大学
院プログラムにおいて、新たに１件プロジェクトを採択すると共に、２件につき
終了時評価を基に２年間延長し、さらなる発展を目指している。
　若手研究者育成のための国際交流支援については、三つの事業それぞ
れに於いて実績を上げつつあり、先端科学シンポジウムと日欧先端科学セミ
ナーについては、参加した若手研究者の多くから高い評価を得ている。
　アジア・アフリカ諸国との交流において、多種類のプログラムを精力的に進
めている実績は評価に値する。ただし、本事業が今後益々重要となる事業で
あるので、従来の実績を尊重しつつも種々の観点から大胆に見直しを進める
べきではないか。各国の急速な発展を考慮しつつ、より効果的なプログラム
へとリフォームする必要がある。また、日本の大学が国外に拠点を設置して
いる中で、振興会は、それらと協力しながら、海外の優れた研究者やその分
野などの情報収集を行い、日本の研究者との橋渡しなどにより、新たなネット
ワークの開拓を期待したい。
　研究者の招致事業は概ね順調に成果を挙げていると評価できるが、今後
は若手研究者の育成への貢献を重視する方向とし、我が国の若手研究者の
海外派遣に繋げるなど、より適切に運用すべきである。招へいする場合に
は、将来性のある若手研究者を招へいすることも必要である。
　大学等における研究環境の国際化支援については、概ね適切に事業を継
続している。特に、大学の若手職員の海外研修等による国際化支援は効果
的である。ただし、国際学会等派遣事業は若手研究者を重点的に支援すべ
きである。
　事業の評価と改善について、カイロ、ナイロビ研究連絡センターの見直しと
体制整備、および、ワシントン事務所の共同運用については、適切に改善し
ていると評価できる。また、昨年指摘した国際交流事業全体の整理と見直し
についてはタスクフォースを立ち上げて検討中であることは評価できる。今後
の抜本的な事業見直しと体系化を進めて頂きたい。

Ａ

（２）研究教育拠点
の形成支援

（３）若手研究者育
成のための国際交
流支援

（４）アジア・アフリカ
諸国との交流

（５）研究者の招致

（６）大学等におけ
る研究環境の国際
化支援

（７）事業の評価と
改善

13 17



　

５　学術の応用に関する研究の実施

６　学術の社会的連携・協力の推進

７　国の助成事業に関する審査・評価の実施

　異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業
は、有識者で構成する事業委員会や学術システム研究センターの作業班に
よる制度設計の結果、多様な研究領域（テーマ）を受け付けることになった。
また、これまでの公募・審査・評価業務の経験を生かして、適切に公募要領
や審査要項を定めるとともに、自然科学分野を含め、バランスに配慮した審
査委員を配置することで公平・適正な審査となった。その結果、事業の目的
に沿った研究領域（テーマ）を採択することができた。　さらに不採択理由の
開示や審査結果の公表等の情報を、振興会のホームページ等を通じて積極
的に社会へ情報提供を行うなど、透明性の確保にも配慮している。また、研
究費の年度間繰越は、経費の無駄の排除や効果的・効率的な執行が確保さ
れた。これらにより、新しい人文・社会科学の振興に寄与すると考えられる。
人文・社会科学推進事業は、方法的革新だけでなく地道な集大成（コルプ
ス）編纂などもきわめて重要であり、将来の課題として検討を望む。

Ｓ

（１）２１世紀ＣＯＥプ
ログラム

（２）グローバルＣＯ
Ｅプログラム

（３）組織的な大学
院教育改革支援プ
ログラム

　産業界と学会双方の委員で構成される61の産学協力研究委員会と3つの
研究開発専門委員会が組織され、産業界・学会のそれぞれの要請や研究動
向について情報交換や意見交換がなされ、学術研究の進展や社会的ニー
ズへの対応がなされている。
  また、産学協力総合研究連絡会議において、各委員会の活動報告ならび
に5年毎の継続必要性などのヒアリング・審議が行われ、委員会活動の改善
が図られている。特に、古くから設置されている委員会については、活性化
の度合いが不透明になることもあるので、今後、設置継続の審査において適
切に審査されることを期待する。

Ａ

（４）質の高い大学
教育推進プログラ
ム

（５）大学教育推進
プログラム

（６）世界トップレベ
ル研究拠点プログ
ラム

（７）政策や社会の
要請に対応した人
文・社会科学研究
の推進

（８）国際化拠点整
備事業（グローバ
ル３０）

　２１世紀ＣＯＥプログラムおよびグローバルＣＯＥプログラムについて、前者
は事後評価を、後者は事前審査と中間評価を適切な審査体制と審査手順に
より、公正性・透明性を確保しつつ極めて効率よく的確に実施したと認められ
る。
　組織的な大学院教育改革推進プログラムについて、事前評価と審査を電
子媒体を用いた電子審査システムを用いて、効率良くしかも迅速かつ正確に
実施した。審査にあたっては、幅広く多面的な観点から大学院教育の取り組
みを評価し、設置形態も考慮した公平かつ公正な審査を実施したと認められ
る。
　質の高い大学教育推進プログラムについても特に優れた大学教育改革の
取り組みをホームページに掲載し、我が国の高等教育の質の向上に資する
情報を広く周知した。
　大学教育推進プログラムについて、「大学部会」「短期大学部会」「高等専
門学校部会」に分けて、効率的かつ公平・公正な審査を行った。
　世界トップレベル研究拠点プログラムについては、実施中の事業のフォ
ローアップシステムの高度化を行い、より適切に実行している。また、新規採
用の準備を行った。
　政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進についても、５つ
のプロジェクトの最終評価を適切に行った。
　国際化拠点整備事業についても、新規公募を行い、国公私バランスも考慮
し、適切に選定し、その一部について実地視察を行った。
　以上、振興会は国の助成事業に関する審査・評価を適切に実施している。
ただし、制度上の問題として、プログラム数が多岐にわたっているために分か
りにくい状況になっている。振興会だけでは解決できないが、今後の制度見
直しに期待したい。

Ｓ
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８　調査・研究の実施

９　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用

（１）広報と情報発
信の強化

（２）成果の普及・活
用

１０　前各号に附帯する業務

　我が国における学術研究の振興を目的とする振興会にとって、諸外国の学
術振興施策の状況、国内外の学術研究の動向、自らの業務運営に必要な
事項等を調査・研究することは、極めて重要である。
　主にその任を担っている学術システム研究センターは、本年度も効率的・
効果的に当該業務を実施している。また、海外研究連絡センターは、諸外国
の学術交流機関や大学に対する訪問調査等により、海外学術情報の収集・
分析に鋭意努めている。今後、海外学術情報の重要性はますます増大する
ことから、海外研究連絡センターはより質の高い情報を迅速に収集できる体
制へと整備を急ぐ必要がある。なお、学術の動向に関する調査分析等に関
しては、日本学術会議等も進めており、効率性・効果性の観点から、そうした
機関との連携強化を期待する。

Ａ

　広報等の強化及び成果の普及等については、振興会の活動内容や調査
研究の成果を、より広く内外の研究者、関係機関や国民に理解してもらうた
めのパンフレット、ニューズレター、メールマガジン等を配布・配信して、強化
を図っている。さらには、学術振興方策や学術研究動向に関する調査・研究
の成果や、各事業において支援対象者から提出された実績報告書等をホー
ムページに掲載するなどして、その普及に努めている。21年度においてメー
ルマガジン受信者数が4000名以上増大したことはその証である。こうした努
力は、効率性・効果性の観点からみて、高く評価される。
　今後、メールマガジンの配信先の更なる増大やその英文化、広報体制の
強化が図られることを期待する。

Ａ

（１）国際生物学賞
にかかる業務

　平成21年度の国際生物学賞にかかる事務については、これまでと同様に
外国人審査委員を含めた国際生物学賞審査委員会において、世界的に優
れた業績を挙げ、学術の進歩に大きな貢献をした米国・カーネギー研究所
植物学部門 名誉部門長　ウィンスロー・ラッセル・ブリッグス博士を受賞者とし
て決定し、天皇皇后両陛下のご臨席のもと、授賞式を滞りなく挙行している。
また平成21年度は、本賞の25回目となる記念の年度であったため、2008年
ノーベル化学賞受賞者の下村脩博士と第24回国際生物学賞受賞者の
ジョージ・デイビッド・ティルマン博士を招待講演者とする国際生物学賞25周
年記念講演会を開催し、また国際生物学賞基金への募金活動等を行ってい
る。これらの活動は、国内外における国際生物学賞の認知度向上に貢献し
たと判断される。
　学術関係国際会議開催にかかる募金事務や、個別寄付金及び学術振興
特別基金の事業については、適切に実施されている。しかしながら、寄付金
額や取り扱い件数は多いとは言いがたい。昨今の経済情勢のために寄付を
集めることが難しい社会的な背景はあるが、今後、広報活動を強めるなどし
て、寄付の増額を目指して事業の活性化を図ることを期待する。

Ａ
（２）学術関係国際
会議開催にかかる
募金事務

（３）個別寄附金及
び学術振興特別基
金の事業
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１１　平成２１年度補正予算（第１号）に係る業務

第二　業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

Ｓ
（２）研究者海外派
遣業務

（３）先端学術研究
人材養成事業

（１）先端研究助成
業務 　先端研究助成基金は、将来の我が国の経済社会発展の基盤となる先端的

な研究を集中的に助成することを目的に設置が決まり、30テーマを5年間に
わたって助成するため、約1,000億円の基金が設けられた。内閣府や文科省
が定めた運用方針に則り、実質的なテーマの推薦から運用規定等の制定、
迅速な執行まで、適切な管理システムの構築により、振興会が果たした役割
は極めて大きい。今後、補助事業者から提出される報告書や、現地調査を
通じて助成金が適正に執行されていることを確認するなどのフォローアップ
にも的確に対応して頂きたい。
　研究者海外派遣業務については、優秀若手研究者海外派遣事業と組織
的な若手研究者等海外派遣プログラムに対する助成業務の骨格を創ると共
に、募集業務と審査業務を適切な体制の元に実施することにより、海外にお
いて若手研究者が研鑽を積む機会を創出することに貢献した。
　先端学術研究人材養成事業については、我が国が誇る先端的研究拠点
において、海外の著名研究者および若手研究者を組織的に招聘することに
より、受け入れ機関の研究環境をより国際化し高度化を促進するための事業
を、効率よく迅速に立ち上げ適切に推進した。
　今回の施策は短期集中的な取組みが要請され、それらに的確に対応した
ことは評価できるが、人材の育成や国際化は本来的に中長期的な継続した
取組みが必要であり、今回の施策を継続化する取組みが望まれる。

　　「業務運営の効率化」では削減目標を達成している。「職員の能力に応じ
た人員配置」ではインセンティブを尊重しつつ客観的・公平に実施を図って
いるが、国立大学法人等との計画的な人事交流の将来的計画を確実なもの
にする事が大切である。「情報インフラ整備」に関しては会計システムの改善
などによって効率的な業務運営に寄与した。また、「外部委託の促進」で不
足がちな職員のマンパワーを補い、「随時契約の見直し」を徹底すると同時
に、「監査の適正化」をさらに進め、「決算情報・セグメント情報」の公開にも
努めている。したがって、年度計画を十分に達成したと評価できる。

１ 業務運営の効率
化

２ 職員の能力に応
じた人員配置

３ 情報インフラの
整備

４ 外部委託の促進

５ 随意契約の見直
し及び監査の適正
化

６ 決算情報・セグメ
ント情報の公表

Ａ

７ 基金の管理及び
運用
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第七　その他主務省令で定める業務運営の効率化に関する事項

２　人事に関する計画

（１）職員の研修計
画

（２）人事交流

（３）人事評定

（４）競争的研究資
金並びに国からの
委託費及び補助金
により雇用される任
期付き職員にかか
る人事配置

（５）職員の福利・厚
生

３　人事に関する計画

　人件費の削減は適切に実施されているが、人材確保の観点からの人件費
に関する将来計画を策定することも重要である。

Ａ

　学術の国際化、グローバル化にともない、職員の質的向上は極めて重要で
あり、そのための語学研修を始めとする各種研修への参加は評価できる。ま
た、人事交流によって人材が確保され、福祉厚生も充実しているので、効率
的かつ適切な業務運営が行われている。

Ａ
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-1)）

掲載箇所 中期計画 １頁 年度計画 １頁 事業報告書 ２８頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

　研究者が最適な環境の中で研究活動に専念できる機会が提供できるよう、評議員会、学術顧問会議、学術シス
テム研究センターの機能を活用し、研究者の意見を取り入れることによって、事業の効果が一層顕著になるよう
に制度運営を行った。
　なお、平成22年3月に第4期評議員を委嘱した際には、外国人1名を加えるとともに、第3期に比べて若返りを図
ることにより、これまで以上に活発な審議がなされるよう配慮した。学術顧問についても、民間出身の研究者2
名を学術顧問として委嘱し、これまで以上に幅広く多様な研究者により、学術顧問会議が構成されるよう配慮し
た。
　これらの取組みは、振興会が内外の研究者コミュニティから信頼され、学術の振興を担う機関として効率的・
効果的に事業を実施するための最善の仕組みとなっている。

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　１　総合的事頄　１）学術の特性に配慮した制度運営

　学術研究の発展性については無限の可能性があることから、中長期的視点を踏まえ、学術研究の特性に配慮し
た継続的かつ着実な支援策を講じるとともに、研究者コミュニティの信頼と協力を得ながら、その意見を取り入
れる制度運営を実施することが必要である。

１　総合的事頄
（１）学術の特性に配慮した制度運営（p.20）
（２）評議員会（p.21）
（３）学術顧問会議（p.22）
（４）学術システム研究センター（p.23）

１　総合的事頄
（１）学術研究を推進する研究者が最適な環境の中で研究に専念できるよう支援するため、研究の手法や規模、
必要とする資金など研究分野ごとに異なる特性に応じた支援方法、中長期的視点からの配慮、研究者の意見を取
り入れる制度運営等を勘案しつつ、事業を進める。
　また、各事業の実施に当たっては、関連する事業を実施している機関との適切な連携・協力関係を構築する。
その際、我が国の学術研究の振興を図る観点から、大学等において実施される学術研究に密接に関わる事業の特
性に配慮しつつ、事業を行う。

（２）業務運営に関する重要事頄を諮問するための評議員会については、各界・各層からの学識経験者で構成
し、定期的に開催する。事業実施に当たっては、評議員会での幅広く高い識見に基づく審議及び意見を参考とす
る。

（３）業務運営に関し専門的見地から幅広い助言を求める学術顧問会議については、学界を代表する有識者６名
以上で構成し、定期的に開催する。事業実施に当たっては、効果的に成果が上がるよう、高い識見を持つ研究者
の意見を的確に反映させる。

（４）学術システム研究センターに研究経験を有する第一線級の研究者を配置する。センターは、学術振興策や
学術動向に関する調査・研究、事業における審査・評価業務、業務全般に対する提案・助言等を行う。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-1)）

5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

― ―
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ｓ Ｓ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

  研究の現状と動向を把握し、研究の課題設定、推進、研究成果の結実、自らが属する研究分
野への貢献の検証は、研究者自身による構想や展望が肝要である。そのことの重要性を十分認
識するメンバーからの意見聴取は振興会の事業推進にとってきわめて有益であり、そのことを
システムとして運営できる体制が確立していることを多としたい。また、ガバナンス関連の業
務の効率性、透明性についても検討を重ねていることが認められる。

Ｓ

　研究者の自由な発想・研究意欲を源泉とし、新たな知的資産を創出することが期待される学
術研究を支援するためには、常に研究者の視点に立った制度運営が必要であり、評議員会、学
術顧問会議、学術システム研究センターの意見を適宜事業に反映させることを可能とし、法人
ガバナンスとして有効に機能しているといえる。
　今後は、学術研究を実施している大学等研究機関の現状等を的確に捉え、より一層効果的な
業務運営が実施できるよう、不断の見直しに努めていく。
　また、事業仕分けにおいて指摘を受けたガバナンスの強化に向け、業務の効率性・透明性に
ついても引き続き検討を重ねていく。

Ｓ

　学術の特性に配慮した広範な事業を実施するためには、１）評議員会、２）学術顧問会議、３）学術システム
研究センターの機能を有効に活用し、研究者コミュニティの意見を取り入れ、中長期的な視点に立った制度運営
を行うことが不可欠である。
　平成21年度においては、学術システム研究センター機能の活用を通じて、研究者の意見を直接かつ迅速に、業
務の改善に繋げる体制を整えており、引き続き、学術研究の特性に配慮した業務運営を実施することによって、
中期計画を達成できるものと分析している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

　

（5）評価資料

学術支援体制の整備・充実

　学術研究を推進する研究者が、最適な研究環境の中で研究に
専念できるよう、評議員会、学術顧問会議、学術システム研究
センターの意見を適宜業務に反映できる体制とし、研究者の視
点に立った制度運営を行った。

該当なし

該当なし

該当なし

（１）学術の特性に配慮した制度運営

　各事業を推進するにあたり、研究の手法、規模、必要な資金、期間など研究分野等により異なる学術研究の特
性に配慮した制度運営を図る。
　また、各事業を実施する際には、関連する事業を実施している機関との適切な連携・協力を行う。その際、我
が国の学術研究の振興を図る観点から、大学等において実施される学術研究に密接に関わる事業の特性に配慮し
つつ、事業を実施する。

 学界、産業界、大学等の各界の有識者15名による評議員会を2回開催し、振興会の業務運営に関する重要事頄に
ついて審議いただいた。
　また、学術研究に高い識見を有する研究者による学術顧問会議を4回開催し、振興会の各種業務について専門
的見地から幅広い助言をいただいた。
　さらに、学術システム研究センターは、116名（所長1名、副所長3名、相談役1名、主任研究員18名、専門研究
員93名）の体制で、個々の研究員の高度な専門的知見を基盤としてセンターの総合力を結集し、幅広い見識に基
づき、各事業について改善の提言・助言を行うとともに、各事業の審査・評価業務に専門的な見地から関与し
た。
　なお、振興会の各種公募事業にあたっては、科研費審査委員約6,000名や特別研究員等審査委員約2,000名のピ
ア・レビューに基づいて、公平で公正な審査・評価業務を実施した。
　学術研究の助成、研究者の養成、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等の実施にあたって
は、研究者の視点に立った事業運営が必須であり、上記に記載した多様な手段により我が国を代表する有識者の
方々が、公募事業の審査や事業・業務の在り方を審議する会議に参画する体制を整備し、研究者の意見を取り入
れた制度運営を実施した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

（２）評議員会

　各界・各層の学識経験者で構成する評議員会を２回開催する。振興会の業務運営に関する重要事頄について
は、幅広く高い識見に基づく審議及び意見を参考に事業を実施する。

　独立行政法人日本学術振興会法第13条の規定に基づき、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要
事頄を審議する評議員会を設置している。評議員は、学術界、産業界、大学等を代表する学識経験者15名から組
織され、文部科学大臣の認可を受けて理事長が任命している。
　平成21年度においては、平成21年9月14日に第11回評議員会を、平成22年3月30日に第12回評議員会を開催し、
平成22年度の事業展開や中期計画の変更等を中心に審議していただき、振興会の業務運営に関する重要事頄につ
いて、長期的な視点から幅広く、高い識見に基づく意見をいただくことができた。
　なお、平成22年2月末で第3期評議員の委嘱期間が満了となったため、平成22年3月に第4期評議員を委嘱した。
委嘱に当たっては学術界、大学長経験者や産業界から幅広く人材を求め、専門分野についても偏りがないよう配
慮し、さらには、外国人1名を加えるとともに、第3期に比べて若返りを図ることにより、これまで以上に活発な
審議がなされるよう配慮した。（参考：第3期評議員平均年齢70.5歳、第4期評議員平均年齢66.3歳）

評価の観点 達成度

該当なし

・独立行政法人日本学術振興会第11回評議員会議事次第、及び第12回評議員会議事次第
・独立行政法人日本学術振興会評議員名簿（第４期）

意見が担当者レベルまで浸透で
きる体制

　評議員会には役員、各部長の他、各課長も出席し、平成22年
度の概算要求や中期計画等、振興会の重要事頄について、評議
員会において出された意見等を担当レベルも直接傍聴できるよ
うにした。

評議員会の年2回開催
　平成21年度は、平成21年9月14日に第11回評議員会、平成22
年3月30日に第12回評議員会を開催（年2回）した。

該当なし

第4期評議員委嘱にあたっての
配慮点

　第4期評議員の委嘱に当たっては学術界、大学長経験者や産
業界から幅広く人材を求め、専門分野についても偏りがないよ
う配慮し、さらには、外国人1名を加えるとともに、第3期に比
べて若返りを図ることにより、これまで以上に活発な審議がな
されるよう配慮した。(第3期評議員平均年齢70.5歳、第4期評
議員平均年齢66.3歳）

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

　

（5）評価資料

（３）学術顧問会議

　学術研究に対する特に高い識見を有する学識経験者７名により構成される学術顧問会議を開催し、振興会の運
営に関し、専門的な見地から幅広い助言を求める。

　学術顧問はノーベル賞受賞者、大学長経験者等、学術研究に関する特に高い識見を有する研究者7名から構成
されており、人文・社会科学から自然科学分野まで幅広く対応できるようにしている。平成21年度においては学
術顧問会議を4回実施し、平成22年度概算要求や主な事業について専門的見地から幅広く審議いただいた。
　なお、平成21年10月には、新たに民間出身の研究者2名を学術顧問として委嘱し、これまで以上に幅広く多様
な研究者により、学術顧問会議が構成されるよう配慮した。

評価の観点 達成度

意見が担当者レベルまで浸透で
きる体制

　学術顧問会議に役員の他、関係する部課長も出席し、学術顧
問から出された意見等を直接傍聴できるようにすることで、研
究者の養成、国際関係事業、科研費等の研究助成及び国の助成
事業に関する審査・評価業務等について、専門的な見地からの
意見を事業に反映できるようにした。

該当なし

該当なし

・ 学術顧問名簿（第４期）
・ 独立行政法人日本学術振興会学術顧問に関する要頄
・ 独立行政法人日本学術振興会学術顧問会議設置要頄
・ 第28回学術顧問会議議事次第
・ 第29回学術顧問会議議事次第
・ 第30回学術顧問会議議事次第
・ 第31回学術顧問会議議事次第

より幅広く、多様な人材登用
　平成21年10月には、新たに民間出身の研究者2名を学術顧問
として委嘱し、これまで以上に幅広く多様な研究者により、学
術顧問会議が構成されるよう配慮した。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(4)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価
評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況
答申・提言等

による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

（４）学術システム研究センター

　研究経験を有する第一線級の研究者を任期付研究員として、センター所長、センター副所長（３名）、主任研究員及び専門研究員に
配置する。主任研究員を１名増員し、主任研究員１８名、専門研究員９３名の体制とすることにより、人文・社会科学から自然科学に至
る全ての学問領域をカバーする体制を整備する。また、重要でかつ継続的に審議が必要な課題に対し、ワーキンググループを設置し、
機動的に対応する。
　これらにより、センターが行う学術振興策や学術動向に関する調査・研究体制を整備し、振興会事業における公正で透明性の高い審
査・評価業務や振興会業務全般に対する有効な提案・助言等を行うことを可能とする。

　「学術研究の助成等」、「若手研究者の養成」及び「学術に関する国際交流の促進」等の振興会が審査・評価等を行うファンディング事
業に対して、研究経験を有する者が最新の学術動向を踏まえつつ審査から評価まで幅広く協働する体制を整備した。（ただし、審査・採
択そのものには、直接関与していない。）
　平成21年度は、学術システム研究センター研究員116名（所長1名、副所長3名、相談役1名、主任研究員18名、専門研究員93名）の
体制で業務を実施した。主な業務としては、主任研究員会議を原則月2回、各専門調査班会議を原則月1回開催し、　「学術研究の助
成等」、「若手研究者の養成」及び「学術に関する国際交流の促進」の各事業について意見具申、助言を行うとともに、各事業の審査・
評価業務に専門的な見地から関与した。また、重要でかつ継続的に審議が必要な課題である科学研究費補助金事業及び特別研究員
事業でワーキンググループを設置し、機動的に対応した。さらに、平成21 年度より新たに「国際事業のあり方に関する検討タスクフォー
ス」を設置し、多岐にわたる国際事業の整理と見直しの検討を開始した。
　学術システム研究センターの活動について、研究者等からの一層の理解と協力を得るため、全国の関係機関を対象にセンターの事
業説明会を開催したほか、大学や学会等においても説明会を16回実施した。

評価の観点 達成度

　科研費及び特別研究員・外国人特別研究員等の審査員選考は、学術システム研究センターの研究員が前年度の
審査結果を検証した上で実施しているが、研究員は日々進展している学術研究動向等を踏まえて業務に従事して
いる。幅広い専門的見地を備えた第一線級の研究者を研究員として配置することにより、こういった業務がより適切
に遂行できる体制を整えている。
　平成21年度は、医歯薬学の領域を担当するプログラム・オフィサーを１名増員することにより、センターの体制・機
能の強化を図った。

総合科学技術会議「競争的研究資金制度改革について」（意見）、学術システム研究センター研究員名簿（平成22年3月31日現在）、
『日本学術振興会学術システム研究センター研究員の推薦に関する説明会―科研費をはじめとする諸事業への本センターの取り組み
―』の開催について（通知）、平成22年度科学研究費補助金第１段審査の手引き（不十分な審査意見の例）

センターの体制の充実

　9領域、50研究分野に第一線の研究者を非常勤の任期付研究員として配
置し、すべての学問領域をカバーするとともに、所長、副所長と主任研究員
からなる主任研究員会議および研究領域別の主任研究員と専門研究員か
らなる専門調査班会議を交互に開催する体制により、専門性と総合性を有
機的に結合させる効果的運営を行った。
　特に、平成21年度は医歯薬分野の主任研究員を１名増員し、臨床系の立
場からの科研費の「系・分野・分科・細目表」の一部見直しや分科細目増加
に対応できるよう体制を強化したところである。
　なお、平成22年度新規の研究員選考にあたっては、学術的な資質面での
評価を重視するだけでなく、公平性と適切性の観点から所属機関と専門性
の多様性の確保や女性研究員の登用等に配慮した。
　また、各研究分野毎に研究員名簿を整備し、ホームページで公開を行っ
た。

Ｓ

研究者ニーズの的確な把握を通
した業務改善への提案・助言

   第一線級の研究者を配置することにより学術研究の現場における声を的
確に把握し、それらが振興会事業運営に反映されるよう提案・助言等を行っ
た。このことにより、各分野の特性に十分配慮した審査・評価業務を実施す
ることが可能となった。
　特に21年度は、例年の業務に加え、G8の学術支援機関長会議（G8-
HORCs）において提案された全く新しいタイプのプログラム「多国間の国際研
究協力事業」の制度の創設に協力したり、タスクフォースを組織し国際事業
のあり方を検討するなど、振興会の国際交流事業の運営について、学術研
究の動向を踏まえた的確な提案・助言を行った。
　また、平成25年度に適用される科学研究費補助金の分科細目の全面的見
直しについても、文部科学省からの要請に先立ってタスクフォースを立ち上
げ、総合・新領域分野のあり方についての意見の取りまとめを行うなど、研
究者の視点に立った制度運営の実現に向けて積極的に活動した。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（全体）」
（イ）諸外国の学術振興方策や学術研究動向の調査・研究、情報発信機能を充実させるべく、学術システム研究セ
ンターの体制・機能の強化に取り組むべきである。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-2)）

掲載箇所 中期計画 １頁 年度計画 １頁 事業報告書 ４１頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　１　総合的事頄　２）業務運営に関する事頄

１　総合的事頄
（５）自己点検については、事業実施に関係する研究者等の意見を参考に、毎年度事業ごとに実施し、事業の改
善・見直し等を行う。
　また、外部評価として、複数の学界や産業界などを代表する有識者に評価委員を依頼することにより体制を整
備し、毎年度、管理運営や各事業の実施状況等について、効率及び効果の両面から評価を行い、その結果をホー
ムページ等国民に判りやすい形で公表するとともに、その指摘を業務運営の改善等に的確に反映させる。

（６）研究者等に有用な制度改善や事業を適切に実施する上で必要となる情報システムの整備を促進する。
　①公募事業における電子化の推進
　公募事業の応募手続き及び審査業務については、「電子申請システム」を整備し、完全電子化に取り組む。完
全電子化にあたっては、府省共通研究開発管理システムとの連携を図りつつ、積極的に推進する。
　なお、両システムに共通する機能については、業務効率化の観点から十分な検証を行い、重複開発を行わない
ように調整を図る。ただし、応募書類の簡素化が困難である場合など、電子化による費用対効果が見込めない公
募事業については、電子システムの最適化に留意しつつ、柔軟に対応する。
　（ⅰ）科学研究費補助金事業
　科学研究費補助金事業については、応募手続き・審査業務の完全電子化に向けた取組を行う。なお、文部科学
省からの研究種目の移管や制度改善に伴い見直しが必要な場合には、随時開発を実施する。
　（ⅱ）特別研究員事業
　特別研究員事業については、申請書等の電子化に向けた取組を行う。なお、推薦書等の第三者による認証が必
要な調書については、なりすまし・改ざんの防止対策が不可欠であり、提出書類の信頼性を確保した上で、応募
手続き・審査業務の完全電子化に向けた取組を行う。
　また、海外特別研究員事業の応募書類の電子化については、海外からの応募にも対応する必要があるため、提
出書類の信頼性が確保できるかを検討した上で、随時開発を行う。
　（ⅲ）学術の国際交流事業
　国際交流事業については、公募・審査業務の完全電子化に向けた取組を行う。
　なお、推薦書等の第三者による認証が必要な調書については、なりすまし・改ざんの防止対策が不可欠であ
り、提出書類の信頼性を確保した上で、完全電子化を行う。
　
　②情報共有化システムの整備
　業務に必要な情報の共有化を促進するとともに、業務用データの更新作業の円滑化を図る観点から、情報共有
ソフトを活用することによって情報システムの整備を行うこととする。
　
　③ホームページの充実
　振興会の業務内容に関する最新情報をホームページで迅速に提供する。掲載にあたっては閲覧者側からの視点
を重視し、見やすさ・わかりやすさの確保に努める。
また、ホームページ内の各記事に、閲覧者からのアンケート欄を設け、ニーズにあった記事内容を提供すること
ができる仕組みを確立する。
　
　④情報セキュリティの確保
　振興会のコンピュータ環境のセキュリティを確保し情報資産を守るため、情報セキュリティポリシーの遵守を
徹底するとともに、必要に応じて見直しを行う。

（７）助成・支援事業のマネジメントの一環として、不合理な重複及び過度の集中の排除並びに不正使用及び不
正受給の防止策を強化する。
　このため、政府等の方針を踏まえ、研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発
管理システムを活用するとともに、審査結果を他の競争的資金の配分機関に迅速に提供する。
また、研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定めるガ
イドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の
状況等を的確に把握し、必要に応じ、各事業毎に適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査
を徹底させる。
　また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策について助言、
注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会による監査を充実することによ
り不正の防止に努める。

（８）適切な業務運営を図るため、管理会計の活用、監事監査・外部監査の充実、わかりやすい情報開示等によ
る内部統制の充実を図る。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-2)）

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

― ―
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

　業務運営としての情報インフラの整備については、業務の効率化の観点、研究者・研究機関の利便の面からも
重要な取組となっており、セキュリティ対策と併せてインフラ整備を実施しているところである。また、研究費
の不正防止対策については、研究費が国民の税金により賄われているとの認識にたち、抑止力としての効果が期
待されるのものとなっている。内部統制の充実については、コンプライアンスの徹底に向け、一層強化していく
ことが不可欠である。これらの取組みは、法人共通の取組として充実を図ることが求められており、結果として
法人業務の信頼性の向上に繋がっている。
　また、自己点検・外部評価については、業務の現状や課題の把握、分析、改善方策を明らかにすることにな
り、迅速に業務改善を図ることが可能となった。

　法人共通の業務として、情報システムの整備、研究費の不正防止対策、内部統制の充実に向
けた取組を実施した。
　具体的には、情報システムの整備について、年度計画のとおりe-Radとのログイン機能の統合
など連携を強化することで、研究者の作業を大幅に簡素化して利便性を高めた。また、振興会
内のセキュリティ対策を一層強化して情報漏洩の防止に努めている。随意契約や一者応札の契
約については、重点的な見直しの対象としているが、内部統制の充実には引き続き努めていき
たい。
　自己点検・外部評価については、法人自らにチェック機能をもたせることになり、外部評価
委員会の指摘事頄が、業務の改善に反映できている。
　今後は、学術研究を実施している大学等研究機関の現状等を的確に捉え、より一層効率的な
業務運営が実施できるよう、不断の見直しに努めていくこととしたい。

Ａ

１　総合的事頄
（５）自己点検及び外部評価の実施（p.27）
（６）情報システムの整備（p.28-31）
（７）研究費の不正使用及び不正行為の防止（p.32-33）
（８）内部統制の充実（p.34-37）

　法人の業務運営に関する事頄として、情報システムの整備、研究費の不正使用及び不正行為の防止、内部統制
の充実については、法人業務共通の取組となっている。
　情報システムの整備については、効率的な業務運営の観点からも重要であり、研究者の利便性を高めるための
科研費等の電子化を進める上で不可欠なインフラ整備である。

　また、研究費の不正使用等の防止対策、内部統制の充実については、公平性・公正性が強く求められる振興会
の業務の特性を考えても、その強化を図ることが強く求められている。
　自己点検・外部評価については、事業の見直し・改善を進める上で、重要な役割を担っている。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-2)）

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

Ａ

　情報システムの整備に関しては、中期計画に記述のある電子化の推進を着実に進めることで研究者の利便性を
高めながら、費用対効果の面で必ずしも有効でないものについて引き続き検討を行っている。また、研究費の不
正行為等の防止については、ガイドライン等に基づき、その取組を強化することとしている。内部統制の充実に
ついては、管理会計の導入に向けた取り組みにより、より一層の効果が期待でき、その取組を強化することで、
中期計画を十分に達成できる。
　自己点検・外部評価については、引き続き法人運営、事業の実施状況を効果、効率化の観点から評価を行うこ
とによって業務の改善が迅速かつ効果的に実施できるものとなっており、中期計画を達成できるものと思料す
る。

  情報システムの整備に関しては、e-Radとのログイン機能の統合など連携を強化することで、
完全電子化のためのインフラ整備がなされ、十分なセキュリティ対策が講じられたことは評価
できる。今後はこのインフラを活用して、さらに多様化すると思われる研究者側からの要望に
対して、より細やかにまた的確に対処することを望む。また、電子化された応募は研究動向の
基礎データとして活用可能であり、その公表にも努められたい。研究費の不正使用は我が国の
アカデミア全体に計り知れない弊害をもたらすこととして、一層の広報活動を望む。現在でも
極めて効率的な業務運営が行われているが、その努力を今後とも継続されることが重要であ
る。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(5)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価
評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況
答申・提言等

による指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

自己点検評価・外部評価報告書(平成20年度事業）

自己点検評価の効果

　 「独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程（平成
16年2月20日理事長裁定）」に基づき、「独立行政法人日本学術振興
会平成21年度自己点検評価実施要領」及び「独立行政法人日本学
術振興会平成20年度事業の評価手法について」を策定し、全職員が
共通認識のもとに自己点検評価を実施した。その結果、業務の現
状、課題の把握、分析、改善方策等が明らかになり、迅速に業務の
改善を図ることが可能となった。

外部評価結果の反映

　外部評価を実施することによって、職員が、効率性、有効性、透明
性などを認識した上で業務に取り組む姿勢が顕著となり、特に、業務
を効率的に実施する上で相応の効果をもたらした。
　また、外部評価結果を適宜、業務の改善に反映するとともに、評価
報告書を文部科学省独立行政法人評価委員会に報告することに
よって、同委員会の評価の結果に反映された。
　なお、指摘事項の反映状況については、事業毎に記載してある。

評価結果の公開

　

　自己点検・外部評価結果をホームページにて公開した。また、評価
手法、評価指針なども公開し、透明性も確保した。

Ａ

（５）自己点検及び外部評価の実施

①自己点検
　平成２０年度事業に係る自己点検については、「独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程」、
「独立行政法人日本学術振興会平成２１年度自己点検評価実施要領」及び「独立行政法人日本学術振興会平成２
０年度事業の評価手法について」に基づき、厳正に評価を実施し、外部評価委員会に提出するとともにその結果
を公表する。

②外部評価
　学界及び産業界を代表する有識者により構成される外部評価委員会において、「独立行政法人日本学術振興会
外部評価委員会規程」に基づき外部評価を実施する。
外部評価の結果は、業務の改善に役立てるとともに、ホームページ等において公表する。

①　自己点検評価
　平成20年度事業における自己点検評価について、「独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程」、「独立
行政法人日本学術振興会平成21年度自己点検評価実施要領」及び「独立行政法人日本学術振興会平成20年度事業の
評価手法について」に基づき、必要な評価資料を作成するとともに、作業部会を経て平成21年5月25日に自己点検評価委
員会を開催し、自己点検評価報告書を取りまとめた。
　自己点検評価結果については、外部評価委員会に提出し、外部評価の基礎資料として活用されるとともに、文部科学省
独法評価委員会科学技術・学術分科会日本学術振興会部会（第22回・平成21年6月26日）に外部評価結果と共に参考資
料として提出した。

②　外部評価
　平成20年度事業における外部評価について、「独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程」及び「独立行政法
人日本学術振興会外部評価実施要領」に基づき、第1回外部評価員会を平成21年5月29日、第2回外部評価委員会を平
成21年6月17日、及び第3回外部評価委員会を平成21年6月29日に実施し、外部評価報告書を取りまとめた。また、この間
に、外部評価委員に対し業務実績についての個別説明を実施した。
　上記の作業により、振興会の事業・業務の実施状況について、振興会に属さない外部評価委員からなる第三者評価を
行うことによって、公正で客観的な評価を実施した。評価結果については、振興会のホームページにて公開するとともに、
文部科学省独法評価委員会科学技術・学術分科会日本学術振興会部会の評価参考資料として提出した。
　また、評価結果については、業務運営の改善等に反映させることとした。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(6)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（６）情報システムの整備

①公募事業における電子化の推進
　研究者へのサービス向上等を図るため、募集要頄・応募様式等の書類は、原則としてすべての公募事業におい
てホームページから入手可能な状態とする。
　研究者からの申請書類を電子的に受け付けるシステムについては、本格運用を開始している公募事業を継続し
て実施するとともに、制度的・技術的課題を検討しながら他の事業への拡充を進める。
　なお、拡充に当たっては、文部科学省が開発・運用を行っている府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の
連携活用を模索し、柔軟な実現方法を検討する。
（ⅰ）科学研究費補助金事業
　府省共通研究開発管理システム（e-Rad）との連携の一環として、ログイン認証を利用できるように改修し、
競争的資金関係の手続きがワンストップで行えるように連携を強化する。
　また、若手研究（スタートアップ）については、９月中旪に予定される交付申請書受付を電子申請システムに
て試行する。
（ⅱ）特別研究員事業
　申請者及び審査員がシステムに登録したデータを利用し、審査会等で必要となる各種書類を出力できる機能を
向上させ、業務の効率化を行う。
　また、電子申請を受け付ける際に障害となる推薦書等の第三者による認証が必要な調書の電子化について、引
き続き検討を行う。
（ⅲ）学術の国際交流事業
　公募・審査の電子化されていない手続きについては、電子化に向けた検討を行い、整備が完了した手続きから
項次利用を開始する。
　また、電子申請を受け付ける際に障害となる推薦書等の第三者による認証が必要な調書の電子化について、引
き続き検討を行う。

②情報共有化システムの整備
　振興会事業全般の情報共有として、グループウェアを用いた情報共有化を推進し、横断的かつ業務効率化に資
するデータベースを引き続き構築する。また、データベースの更新に当たっては、職員が負荷なく直接行えるよ
う容易かつ効率的な方法を模索する。

③ホームページの充実
　公募情報を中心として、振興会の業務内容に関する最新情報をホームページで迅速に提供し、一般国民や研究
者のニーズに応える的確かつ見やすい情報提供に努める。
　また、ホームページの情報量増加に伴い、閲覧者が必要な情報にアクセスしづらくなりつつあるため、利用者
へのアクセシビリティを考慮したホームページの構築を行う。

④情報セキュリティの確保
　個人情報など機密情報を守るため、情報セキュリティポリシーの遵守を徹底する。
　また、職員等に対して情報セキュリティに関する意識を高めるために、セキュリティ講習を年1回実施する。

①公募事業における電子化の推進
　研究者へのサービス向上等を図るため、募集要頄・応募様式等の書類は、原則としてすべての公募事業におい
てホームページからダウンロードできるように便宜を図った。
　研究者からの申請書類を電子的に受け付ける電子申請システムについては、本格運用を開始している公募事業
を継続して実施するに当たり、制度改正に伴うシステム改修だけでなく、研究者等からの要望も踏まえたシステ
ム改修を行った。
（ⅰ）科学研究費補助金事業
　振興会の電子申請システムと府省共通研究開発管理システム(e-Rad)との連携の一環として、ログイン機能並
びに研究機関情報、研究者情報及び機関担当者情報の管理機能を統合した。これにより、従来e-Radと電子申請
システムで二重に発行していたログイン情報がe-Radに一本化されるとともに、研究機関情報、申請者情報及び
機関担当者情報の登録・修正・削除処理がe-Radに集約され、申請者及び機関担当者における手続きが大幅に簡
素化された。
　交付申請手続きの電子化を進めるため、若手研究（スタートアップ）（平成22年度より「研究活動スタート支
援」に名称変更）の一部手続きを電子申請システムから行えるように試行的にシステム整備を行った。また、電
子審査システムを整備し、研究成果公開促進費において審査の電子化を行った。
　さらに、今後予想される応募件数の増加に備え、大量の応募データの受付処理を行うことが可能なWebサーバ
を増設するともに、ネットワークの負荷を分散させる装置を導入した。また、応募の集中期間においても、シス
テムの可用性に影響を与えないためのアプリケーションにおける処理方法の見直しを実施するとともに、24時間
監視を実施する等監視体制の強化を行った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(6)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

電子システム整備に伴う（業務
の）効率化

　振興会内で全職員が共有すべき情報については、グループ
ウェアを利用した掲示板及び内部ポータルページを構築し、必
要な情報が振興会全体ですぐに共有できるようにしているとこ
ろであるが、更なる業務効率向上のため、ホームページ申請手
続に係るグループウェアの改修を行った。これにより、過去の
申請情報の出力や担当者情報の入力作業の簡易化等が実現し
た。

府省共通研究開発管理システム
との連携

　振興会の電子申請システムと府省共通研究開発管理システム
(e-Rad)との連携の一環として、ログイン機能並びに研究機関
情報、研究者情報及び機関担当者情報の管理機能を統合した。
これにより、従来e-Radと電子申請システムで二重に発行して
いたログイン情報がe-Radに一本化されるとともに、研究機関
情報、申請者情報及び機関担当者情報の登録・修正・削除処理
がe-Radに集約され、申請者及び機関担当者における手続きが
大幅に簡素化された。

評価の観点 達成度

（ⅱ）特別研究員事業
　電子化されていなかった海外特別研究員の申請受付について、新たに電子化を行った。なお、運用については平成22
年度に実施予定。
　また、推薦書等の第三者による認証が必要な調書の電子化について、検討を行ったところ、電子化に不可欠となる「なり
すまし」や「改ざん」を防止するためのセキュリティ対策に係る費用が増大する一方、事前準備として必要な厳密な本人確
認作業が利用者側に大きな負担となることが明らかになった。今後は、費用対効果や簡易な代替手段についても考慮し、
電子化の要否も含め、引き続き検討する。
（ⅲ）学術の国際交流事業
　これまで電子化されていなかったリンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業及び論文博士号取得希望者に対する支援
事業について、新たに電子化を行うとともに、優秀若手研究者海外派遣事業における書面審査についても、申請者及び
審査員がシステムに登録したデータを利用し、審査会等で必要となる各種書類を出力できる機能を追加し、審査業務の効
率化を行った。
　また、推薦書等の第三者による認証が必要な調書の電子化について、検討を行ったところ、電子化に不可欠となる「なり
すまし」や「改ざん」を防止するためのセキュリティ対策に係る費用が増大する一方、事前準備として必要な厳密な本人確
認作業が利用者側に大きな負担となることが明らかになった。今後は、費用対効果や簡易な代替手段についても考慮し、
電子化の要否も含め、引き続き検討する。

②情報共有化システムの整備
　振興会内で全職員が共有すべき情報については、グループウェアを利用した掲示板及び内部ポータルページを構築し、
必要な情報が振興会全体ですぐに共有できるようにしているところであるが、更なる業務効率向上のため、ホームページ
申請手続に係るグループウェアの改修を行った。これにより、過去の申請情報の出力や担当者情報の入力作業の簡易化
等が実現した。

③ホームページの充実
　公募情報を中心として、振興会の事業内容に関する最新情報をホームページで迅速に提供し、平成２１年度は約６３５
万人の訪問者及び約３，９９０万ページが閲覧され、振興会の事業内容を広く国民に周知するための重要な手段の一つと
なっている。
　しかし、ホームページの重要度が増し、訪問者数の増加が見込まれる中で、掲載している情報量が増えていくにつれ、
閲覧者が必要な情報へアクセスしづらくなりつつある。そのため、平成２１年度においては、公募情報を中心として、振興
会の業務内容に関する最新情報をホームページで迅速に提供する他、一般国民や研究者のニーズに応える的確かつ見
やすい情報提供を行うため、利用者のアクセシビリティを考慮したホームページの再構築を行った。

④情報セキュリティの確保
　情報セキュリティポリシーの遵守を徹底し、職員等に対して情報セキュリティに関する意識を高めるために、受講者４５人
を対象としてセキュリティ講習を開催した。
　また、Webサイトを通じた情報漏洩等を防止するため、平成21年12月に新たにWebフィルタリングソフトを導入し、業務上
不適切なWebサイトの閲覧を制限した。
　これらの対策により、平成２１年度に情報漏洩などセキュリティ事案は発生しなかった。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(6)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

セキュリティ対策

　情報セキュリティポリシーの遵守を徹底し、職員等に対して
情報セキュリティに関する意識を高めるために、職員等（４５
人）を対象としてセキュリティ講習を開催した。
　また、Webサイトを通じた情報漏洩等を防止するため、平成
21年12月に新たにWebフィルタリングソフトを導入し、業務上
不適切なWebサイトの閲覧を制限した。
　これらの対策により、平成２１年度に情報漏洩などセキュリ
ティ事案は発生しなかった。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　情報システムの整備に関しては、科研費の応募手続きの完全電子化のためのインフラ整備が
なされ、十分なセキュリティ対策が講じられたことは評価できる。今後はこのインフラを活用
して、より多様化すると思われる研究者側からの要望に対して、より細やかにまた的確に対処
することを望む。

電子情報（ホームページ）の充
実

　公募情報を中心として、振興会の業務内容に関する最新情報
をホームページで迅速に提供し、約635万人の訪問者（対前年
度比10％増）及び約3,990万ページ（対前年度比4％増）が閲覧
された。
　また、ホームページの情報量増加に伴い、閲覧者が必要な情
報にアクセスしづらくなりつつあるため、平成２１年度におい
ては、公募情報を中心として、振興会の業務内容に関する最新
情報をホームページで迅速に提供する他、一般国民や研究者の
ニーズに応える的確かつ見やすい情報提供を行うため、利用者
のアクセシビリティを考慮したホームページの再構築を行っ
た。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　ホーム
ページの充実」
　引き続き、情報提供量だけでなくホームページの構成等についても配慮しユーザーの立場に
立ったHP運営を行うことが必要である。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（頄目別
－2）」
　情報セキュリティの重要性が増してきており、２４時間外部監視や外部データセンターでの
運用、職員に対する情報セキュリティ講習会など、引き続き情報セキュリティの確保に努める
必要がある。

答申・提言等
による
指摘事頄

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　電子化の
活用」
　引き続き電子化を進め、ユーザーの利便性及び業務の効率化を図るよう、より一層の充実を
期待する。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　電子化された応募情報は研究動向の基礎データとして活用可能であり、キーワード等による
研究動向のあり方などの統計結果の公表にも利用できると思われる。公表に向けた今後の取組
みに期待する。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(6)）

（5）評価資料

　情報セキュリティの確保については、引き続き外部監視、外部データセンタでの電子申請シ
ステムの運用を行っており、外部からの脅威に対処するとともに、職員へのセキュリティ研修
を行うことにより、各職員への情報セキュリティ意識の向上を徹底している。
　また、Webサイトを通じた情報漏洩等を防止するため、平成21年12月に新たにWebフィルタリ
ングソフトを導入した。

該当なし

　電子申請システムの改修に当たっては、研究者や機関担当者からの要望等についても考慮し
た上で実施している。

　ホームページについては、一般国民や研究者のニーズに応える的確かつ見やすい情報提供を
行うため、利用者のアクセシビリティを考慮したホームページの再構築を行った。

見直し状況

　電子化された応募情報を元にしたキーワード等による研究動向のあり方に係る統計情報につ
いては、以下のとおり既に公表済みである。
・「過去２か年の分野別　キーワード　上位５頄目（平成２１年度）」
(http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/02/
01/1289168_18.pdf)
・「平成２１年度科学研究費補助金（基盤研究等）細目別　新規応募・採択件数一覧」
(http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/27_kdata/data/h21os_list.pdf)

　電子申請システムについては、科学研究費補助金事業の交付申請機能など、従来にない機能
についても、新規に開発を行い柔軟に対応している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(7)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（７）研究費の不正使用及び不正行為の防止

　事業説明会実施時等において、研究費の不正使用及び不正行為の防止策についての助言、注意喚起等を行い、
国のガイドライン等に基づき、不正の防止に対する研究機関の取組の強化及び研究者の意識改革の促進などによ
り不正の防止に努める。

　「研究活動の不正行為への対応に関する規程」（平成18年規程第19号）及び「競争的資金等の不正使用等への
対応に関する規程」（平成20年規程第3号）を整備しており、振興会各種事業の募集の際には、その募集要頄に
おいて、研究費の不正使用及び研究活動の不正行為があった場合は、厳しい措置で対応する旨を記載している。
また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成19年2月15日文部科学
大臣決定）別紙にある『競争的資金等』の一覧に該当する事業については、標記ガイドラインに基づく研究費の
管理・監査体制の整備、及びその実施状況等についての報告書を文部科学省に提出することを応募要件としてい
る。
　また、科学研究費補助金等、事業説明会を行っている事業については、不正使用・不正行為を防止するため、
事業説明会等の場において、研究者及び研究機関の事務担当者に注意喚起、指導を行い、不正使用や不正行為に
対する認識を高めた。
　なお、平成18年8月の科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会報告「研究活動の不正行
為への対応のガイドラインについて」及び平成18年9月の文部科学省通知「研究費の不正な使用の対応につい
て」を踏まえ，振興会に競争的資金等に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用の告発受付窓口を設置し
ている。

評価の観点 達成度

不正防止対策の強化

　研究費の不正使用及び研究活動の不正行為があった場合は、
厳しい措置で対応すること、「研究機関における公的研究費の
管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく研究費の管
理・監査体制の整備及びその実施状況等についての報告書を文
部科学省に提出することを各種公募事業の募集段階で明記して
おり、各研究者及び研究機関に対して周知できるよう工夫して
いる。なお、研究費の不正使用及び研究活動の不正行為があっ
た場合は、ペナルティを課すこととしており、研究費の不正使
用及び研究活動の不正行為の防止に実効性を持たせている。 Ａ

告発窓口の整備と利便性への配
慮

　競争的資金等に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使
用の告発受付窓口を設置していることを振興会のホームページ
上で案内しており、「研究活動の不正行為への対応に関する規
程」及び「競争的資金等の不正使用等への対応に関する規程」
に定める告発者が留意すべき事頄について公開している。ま
た、告発は、電話、ファックス、手紙の他に、電子メールでも
受け付けており、様々な手段が利用できるよう配慮している。

答申・提言等
による
指摘事頄

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
（イ）（略）引き続き研究費の不正使用等防止策の着実な実施や研究費の効率的使用のための
配分機関としての取組に努めるべきである。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　研究費の不正使用はわが国のアカデミア全体に計り知れない弊害をもたらすこととして、一
層の広報活動を望みたい。現在でもきわめて効率的な業務運営が行われているが、その努力を
今後とも継続されることを望む。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(7)）

（5）評価資料

見直し状況

　研究費の不正使用、研究活動の不正行為の防止のため、各種事業の公募要領において、不正
使用及び不正行為を行った場合は、振興会の競争的資金に一定期間応募できなくなること等を
明記することにより注意喚起を行い、また事業説明会等においても注意喚起を行う等、引き続
き、研究費の不正使用防止策の着実な実施に取り組んでいる。

　研究費の不正使用については、研究者に支援する研究費等が国民の貴重な税金からまかなわ
れていることを十分に認識し、研究者や大学等にもアピールしているところである。

・「研究活動の不正行為への対応に関する規程」（平成18年規程第19号）
・「競争的資金等の不正使用等への対応に関する規程」（平成20年規程第3号）
・競争的資金等に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用の告発受付窓口の設置について
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(8)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（８）内部統制の充実

　監事監査については、一般的な業務・会計監査のほか重点頄目を引き続き設けることとし、外部監査について
は監査法人による任意監査を行う。

① 法人の長のマネジメント体制
　独立行政法人制度の下、振興会の意思決定は法人の長である理事長が行っている。しかし、振興会では、理事
長の職務の遂行を補佐し、業務の適正かつ円滑な執行を図るため、理事長及び理事で構成する「役員会」を設置
し、予算、事業計画、規程の制定等、重要事頄について審議することで理事長の判断に資することとしている。
なお、監事は、独立行政法人通則法第19条第4頄及び第5頄で振興会の業務を監査し、理事長に意見を提出できる
とされているが、それに加えて、本会においては「役員会」に出席し、必要な意見を述べることができることと
なっている。
　また、独立行政法人日本学術振興会法第13条の規定に基づき、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関す
る重要事頄を審議する評議員会を設置している。評議員は、学術界、産業界、大学等を代表する学識経験者15名
から組織され、文部科学大臣の認可を受けて理事長が任命している。さらに学術研究に対する特に高い識見を有
する学識経験者７名により構成される学術顧問会議を開催し、振興会の運営に関し、専門的な見地から幅広い助
言を求めている。これら、評議員会、学術顧問会議の意見や助言により、国民や研究者のニーズが理事長のマネ
ジメントに活かされるような方策をとっている。
　以上のようなマネジメント体制により理事長が法人としての適切な意思決定を行っているところである。

② 業務の有効性・効率性
　各事業の実施に当たっては、事業実施の手項・方法を規定した事業の取扱要領等を作成しており、それらに
従って事務を行うことで、各事業が、恣意的にならず、常に公平・公正で効率的に行われるようになっている。
また、その取扱要領に従って事業が実施されているかどうかは常に監督権者である管理職員が確認しているほ
か、主計課監査係においてもチェックを行っている。
　さらには、自己点検評価及び外部評価を毎年度事業ごとに実施し、自ら事業の改善・見直し等を行うととも
に、外部評価における指摘を業務運営の改善等に的確に反映させている。

③ 法令等の遵守
　法人の長である理事長は、定期的に全役職員に訓辞を行い、振興会の使命と社会的役割を説明するとともに、
法令や規程の遵守、情報セキュリティー、健全な職場環境の形成等について、全役職員が徹底的に取り組むよう
指示している。
　なお、健全な職場環境の形成は、問題の早期発見や業務改善ための重要な要素の一つとしてとらえ、問題が発
生した場合等に報告や相談をしやすい環境を形成するため、上記の理事長による訓辞のほか、パワーハラスメン
ト研修を実施している。さらには、理事長が各部署を巡回し、担当者とコミュニケーションの場をもつことによ
り、業務改善の意見を認識できるよう、また問題の早期発見を可能ならしめるよう努力している。

④　監査の体制整備
　独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）における監事の在り方を含めた内部統制について
の指摘を踏まえ、管理会計の活用、監事監査・監査法人のサポートによる内部統制の充実、わかりやすい情報開
示等による内部統制の充実の検討に着手した。
　管理会計の活用の一環として、決算・セグメント情報の公表に向け、会計システムを利用して、事業毎に執行
管理を行った。
　監査体制については、主計課監査係による日常的なチェックを実施した上で、監事監査を実施する体制を整え
ており、監事監査にあたっては、監査室が補佐することとしている。平成21年度は引き続き従来の体制で監査を
実施した。また、会計検査院からの指摘である「予定価格の作成を省略する場合の理由や対象範囲を明確かつ具
体的に定めていない」ことと、独法評価委員会からの指摘である「予定価格の作成を省略する場合の理由や対象
範囲を明確かつ具体的に定めていない」こと、「再委託金額を把握していない」ことについては、契約規則を改
正し、予定価格調書の作成を省略できる条頄のうち、対象範囲などが不明確なものを定めている条頄を削除し、
再委託については、契約規則に一括再委託の禁止についての条頄を追加するとともに、一部再委託については認
めることとして、書面により再委託金額の把握を行うこととした。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(8)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

重点頄目監査の実施
　平成21年度は、重点頄目として「随意契約に関する調査」を
設定した。また、同時期に監事をメンバーに含む契約監視委員
会を立ち上げたため、同内容のチェックを平行して行った。

監査法人による内部統制の確認
　監査法人から、全般的に内部統制がなされているかのチェックを
受けた。

職員の正確性・合規性の向上

　契約規則の予定価格調書の作成を省略できる条頄のうち、
「対象範囲などが不明確なものを定めている条頄」を削除し、
「一括再委託の禁止及び一部条件付き再委託の許可」について
追加した。
　また、契約監視委員会の点検・見直しを受け、各課へ一般競
争入札への移行について周知した。

Ａ

業務のチェックが適切に働いて
いるか

　事業実施の手項・方法を規定した取扱要領等に従って事業が
実施されているかどうかは常に監督権者である管理職員が確認
しているほか、主計課監査係においてもチェックを行ってい
る。
　さらには、自己点検評価及び外部評価を毎年度事業ごとに実
施し、自ら事業の改善・見直し等を行うとともに、外部評価に
おける指摘を業務運営の改善等に的確に反映させている。

法令等の遵守

　理事長は、定期的に全役職員に訓辞を行い、振興会の使命と
社会的役割を説明するとともに、法令や規程の遵守、情報セ
キュリティー、健全な職場環境の形成等について、全役職員が
徹底的に取り組むよう指示している。

評価の観点 達成度

⑤ 監事監査の実施
　監事監査については、振興会の業務内容や財務内容をはじめ、入札・契約の内容「随意契約見直し計画」の実
施状況、随意契約から競争入札に移行したもののうち一者応札となっているものについて、更には、給与水準の
状況、給与水準の適正化に向けた取り組みについて監査を受けた。
　また、重点的に監査する頄目として平成21年度は「随意契約に関する調査」を実施した。
　独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて（平成21年11月17日閣議決定）により、平成21年12月4日に
契約監視委員会を立ち上げ、随意契約と一者応札についての点検・見直しを行った。見直しの結果、随意契約に
よることがやむを得ないというもの以外については、一般競争入札を行うこととした。同時に、見直しを徹底す
るため、各課へ一般競争入札への移行について周知した。
　なお、正確性、合規性、公正性、透明性の向上のために監査法人によるチェックを引き続き実施した。法定監
査への移行に備えて、内部統制についても契約締結に関することに限らず、会計関係について全般的に内部統制
がなされているかのチェックを受けた。
　監事は監査実施のための情報収集等も行い、平成21年12月8日(金)開催の「独立行政法人、特殊法人等監事連
絡会第９部会」に出席し、他機関の監事同士の情報交換・連携も図っている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(8)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

＜エについて＞
　振興会のホームページにおいて職員の勤務時間等を公表している。

＜オについて＞
　平成19年度の独法評価時に、e-Govにおけるパブリックコメントにより業務・マネジメント等
に関する意見募集を実施しており、その意見については、担当部署において積極的に反映させ
ることとしている。

　監査法人の助言を受けながら今後、どのような措置が必要となるか、また、講じた措置をど
のように公開するかを検討しているところである。

　監査法人から、チェックを受けた内部統制状況について、適宜改善に取り組んでいるところ
である。

見直し状況

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（内部統制
の充実）」
・振興会は、1,500億円を超える研究費等の支援事業を行っており、ガバナンス、コンプライア
ンスを意識し業務を行うことが必要であり、監事による監査のみならず、監査法人による任意
監査を実施するなど、内部統制の向上のための努力が伺える。今後は、内部統制の向上を図る
とともに、講じた措置について公表することが必要である。

オ　各独立行政法人は、その業務・マネジメントに関し国民の意見募集を行い、業務運営に適
切に反映させる。

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(1)内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備」
①業務遂行体制の在り方
イ　各独立行政法人は、民間企業における内部統制制度の導入を踏まえ、独立行政法人におけ
る役職員の職務執行の在り方をはじめとする内部統制について、会計監査人等の指導を得つ
つ、向上を図るものとし、講じた措置について積極的に公表する。
ウ　独立行政法人における監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的
知見も活用し、検討を行う。

エ　特定独立行政法人以外の独立行政法人は、特定独立行政法人に準じ、その職員の勤務時間
その他の勤務条件を公表するよう努める。

答申・提言等
による

指摘事頄

「独立行政法人の抜本的な見直しについて　２．見直しの視点　(3) 組織体制及び運営の効率
化の検証」
① 独立行政法人制度の基本理念と国の関与の実態を踏まえ、内部ガバナンス、国の関与の在り
方をどう構築すべきか。また、厳格なコンプライアンスをどう確立すべきか。

＜④カについて＞
　監査法人から、会計関係について全般的に内部統制がなされているかのチェックを受けた。

④監事監査等の在り方
カ　監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的知見も活用し、検討を
行う。

＜イ及びウについて＞
　内部統制については、監査法人や民間企業経験者から、検討材料を収集しているところであ
る。なお、監査法人からは、会計関係について全般的に内部統制がなされているかのチェック
を受けた。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(8)）

（5）評価資料

契約規則、契約監視委員会規程
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自己点検・外部評価全体シート（第1-2）

掲載箇所 中期計画 ３頁 年度計画 ３頁 事業報告書 ４６頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　２　学術研究の助成

２　学術研究の助成
　学術研究に対する幅広い助成を行うことにより、独創的かつ多様な基礎的研究を推進し、人類の知的資産の拡
充、将来の学問及び社会の発展に寄与する。その際、公正で透明性のある審査・評価を実施するとともに、研究
者の研究活動が円滑に実施できるように業務を行う。また、研究成果の適切な把握に努め、社会への還元・普及
活動を行う。

　科学研究費補助金事業は、文部科学省が定める事業実施における基本的考え方・役割分担に基づき、以下によ
り、滞りなく確実に実施する。
・科学研究費補助金事業の配分審査、研究評価等を行うために、学術研究に対する高い識見を有する者で構成す
る科学研究費委員会を置く。
・科学研究費補助金の交付等の手続きに関する業務は、文部科学省が定めた規程、通知に従って行う。
・科学研究費委員会において、科学研究費補助金事業の毎年度の審査方針等を、文部科学省科学技術・学術審議
会が示す審査の基本的考え方を踏まえて決定する。

（１）審査・評価の充実
　学術システム研究センターの機能を有効に活用し、研究者ニーズ及び諸外国の状況等を踏まえて、公正な審査
委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構築を行う。
①審査業務
　科学研究費委員会は年3回程度開催するとともに、配分審査のための小委員会を必要に応じて開催する。
審査委員の拡充等を行い、審査の質的充実を図る。
不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを活用するとともに、審査結果を
他の競争的資金の配分機関に対し4月下旪までに提供する。

②評価業務
　評価については、それぞれの研究種目に応じて行うとともに、大型の研究課題については、追跡調査等により
成果把握に取り組む。その際、適切な評価体制の整備を図るとともに、その結果については、ホームページにお
いて広く公開する。

（２）助成業務の円滑な実施
①募集業務（公募）
　公募に関する情報については、科学研究費補助金に関するホームページにより公表するとともに、研究計画調
書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるようにする。
応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費委員会において審査方針等を決定し、
１０月上旪までに公表する。

②交付業務
　早期交付及び研究者へのサービス向上の観点から、これまでも可能な限り期間の短縮に努めてきており、今後
も対象件数の増加が見込まれるが、次の期限を明確に定めることにより、迅速かつ確実に行う。
・採否に関する通知は、4月上旪までに行う。
・応募者に対する審査結果の開示の通知は、5月下旪までに行う。
・額の確定は、7月中旪までに行う。

③不正使用及び不正受給の防止
　研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定めるガイド
ライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況
等を的確に把握し、必要に応じ、適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させる。
　また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策について助言、
注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会の現地調査による監査を充実す
ることにより不正の防止に努める。

④電子システムの導入・活用
　電子システムの導入・活用については、電子情報化された応募者の研究に関する個人情報等の第三者に対する
セキュリティを確保しつつ、応募者及び審査委員の負担軽減、応募書類の受付・書面審査等の効率化を更に推進
するため、応募手続及び審査業務の完全電子化を図る。

⑤科学研究費補助金説明会の実施
　科学研究費補助金に対する理解を促進し、その支援効果を高めるため、大学等の研究機関への事業説明を、文
部科学省との共同実施、研究機関からの要望に応じての実施などにより、全国各地で行う。
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2．意義・必要性

3．年度計画

　

4．得られた成果に関する評価

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及
　科学研究費補助金の研究課題の研究成果について適切に把握するとともに、インターネットにおいて広く公開
する。
　我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金による研究成果をわかりやすく
説明することなどを通じて、学術と日常生活との関わりや学術がもつ意味に対する理解を深める機会を提供する
「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を全国各地の大学で幅広く実施
する。

（４）助成の在り方に関する検討
　学術研究における様々な特性・ニーズを踏まえた助成の在り方について、学術システム研究センターの機能を
活用しつつ検討を行い、事業の改善に反映させる。

　科学研究費補助金事業は、人文・社会科学から自然科学までの全ての分野にわたり、基礎から応用までのあら
ゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を格段に発展させることを目的とし、ピア・レビュー
（専門分野の近い複数の研究者による審査）を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものである。
　「第３期科学技術基本計画」（平成18年3月28日　閣議決定）において、学術研究（研究者の自由な発想に基
づく研究）は、「新しい知を生み続ける重厚な知的蓄積（多様性の苗床）を形成することを目指し、萌芽段階か
らの多様な研究や時流に流されない普遍的な知の探求を長期的視点の下で推進する」とされ、「研究者の研究費
の選択の幅と自由度を拡大し、競争的な研究開発環境の形成に貢献する科学研究費補助金等の競争的資金は、引
き続き拡充を目指す」とされており、その意義・必要性が認められている。
　さらに、我が国が持続的に発展していくためには、多様な学術研究の推進など、イノベーションを絶え間なく
創造する環境作りが必要であり、科学研究費補助金は、イノベーションの種を生みだし、ひいては我が国全体の
社会経済発展に資するものとして必要な事業である。
　また、学術の振興を目的とする振興会が、科学研究費補助金事業により、学術研究に対する幅広い助成を行
い、独創的かつ多様な基礎的研究を推進し、人類の知的資産の拡充、将来の学問及び社会の発展に寄与すること
は責務と言える。
　なお、その際、公正で透明性のある審査・評価を実施し、研究者の研究活動が円滑に実施できるように業務を
行うとともに、研究成果の適切な把握に努め、社会への還元・普及活動を行うことが必要である。

２　学術研究の助成
（１）審査・評価の充実（p.44-47）
（２）助成業務の円滑な実施（p.48-53）
（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及（p.54-56）
（４）助成の在り方に関する検討（p.57）

（１）審査・評価の充実
①審査業務
　学術システム研究センターの機能を有効に活用しながら制度の改善を図り、充実させた審査委員候補者データ
ベースを活用することにより、対前年度約1,500名の審査委員の増員にもかかわらず、公正な審査委員を選考す
ることができた。また、審査委員を増員したことにより、審査委員の負担を軽減するとともに、十分な審査時間
を確保し、よりきめ細かい審査が可能となった。
　また、研究計画調書の改善、書面審査の入力内容の充実、合議審査における研究費の不合理な重複及び過度の
集中の排除のための府省共通研究開発管理システムの活用などにより、審査業務を更に効率化するとともに、よ
り一層公正で透明性の高い優れた審査を行うことができた。
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④電子システムの導入・活用
　応募手続及び審査業務の電子化について、既存システムの更なる改善を行うことにより、応募者及び審査委員
の負担軽減並びに業務の効率化を一層推進するとともに、電子システムの利便性を更に向上させることができ
た。
　また、応募手続の電子化、審査業務の電子化に続き、交付業務の電子化にも取り組み、業務の一層の効率化を
図ることができた。
　さらに、電子申請システムと府省共通研究開発管理システム（e-Rad）のログイン機能等を統合することによ
り、ログイン情報を一元化するとともに、研究者及び事務担当者に関する情報の登録・修正について、e-Rad上
で一元的に処理することを可能とし、電子システムの利便性を更に向上させることができた。

③不正使用及び不正受給の防止
　研究機関に提出を義務付けた「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基
づく体制整備等の実施状況報告書により、各研究機関の不正使用等の防止に対する取組の状況等を効率的に把握
し、必要に応じ適切な指導を行うことができた。
　ホームページによる周知や全国を地区別に分けて実施した公募要領等説明会、研究機関が実施する事業説明会
等の場での説明などにより、効率的な注意喚起、指導を行うことができた。
　研究機関に対し、無作為抽出による内部監査の実施を義務付け、研究機関において実効性のある内部監査が実
施されるよう促すとともに、研究者から不正使用等を行わない旨の誓約文書を徴収し、保管することを義務付
け、研究者の意識の向上を図ることができた。
　また、研究機関に対し、不正使用等の防止のための研修会・説明会を積極的・定期的に実施することを義務付
けることにより、研究者の意識改革を促進する機会がより多く持たれるよう促し、科研費の使用ルールについ
て、分かりやすく説明したハンドブックを修正し、研究者や事務担当者等の不正使用等に対する理解を効果的に
促進することができた。
　さらに、研究機関に対し、不正使用等が明らかになった場合（疑いのある場合を含む）には、速やかに調査を
実施し、報告することを義務付け、研究機関からの調査報告書を基に、不正使用等を行った研究者に対して、一
定期間、補助金の交付を制限する罰則を適用するなど厳格に対応するほか、平成19年度以降に交付された補助金
の不正使用が行われた研究機関に対しては、間接経費を返還させる罰則を適用し、厳格に対応することにより、
不正の防止を図ることができた。
　そのほか、文部科学省と連携して、研究機関に対して実地検査を行い、各研究機関の補助金管理体制の実態を
把握するとともに、補助金の適正な使用について、各研究機関の実情に即した注意喚起、指導を行うことによ
り、不正の防止を図ることができた。

②評価業務
　科学研究費補助金の中で1課題当たりの交付額の大きい特別推進研究、学術創成研究費及び基盤研究（Ｓ）に
ついて、科学研究費委員会の下に設置された審査・評価第一部会、審査・評価第二部会において、研究進捗評価
及び事後評価を実施することにより、当該研究課題の当初目標に対する達成度を評価することができた。
　また、当該研究課題の研究代表者が新規研究課題に応募した場合、研究進捗評価結果を審査資料として審査に
諮り活用することができた。
　なお、各評価結果については、今後の研究発展に資するために研究代表者に開示するとともに、ホームページ
において公開した。

（２）助成業務の円滑な実施
①募集業務（公募）
　学術システム研究センター研究員や科学研究費委員会の委員の意見を踏まえ、重複制限に関する説明を充実さ
せるなど、より適切でわかりやすい公募要領や研究計画調書の様式に改善するとともに、若手研究制度の見直し
を行うことにより、制度全体として一層効果的な研究助成制度を構築することができた。
　さらに、文部科学省と合同で実施した公募要領等説明会及び研究機関が実施する事業説明会において、公募要
領や研究計画調書等の変更点をわかりやすく説明することにより、公募要領等に対する研究者や事務担当者等の
理解を促進することができた。

②交付業務
　一部の研究種目を除き、昨年度よりも7日早い4月1日に新規研究課題の交付内定を行ったことにより、補助金
が交付されていなくても交付内定通知受領後直ちに研究を開始することを可能としている新規研究課題について
も4月当初からの研究開始を可能とした（研究開始時期の早期化を図った）。
　また、交付申請書の受理から交付決定までの処理についても、大量の辞退、転出等の処理を短期間に迅速・的
確に行うことにより、早期に補助金を交付することを可能にした。
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5．決算額（支出額） 【セグメント区分：科学研究費補助金】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

125,184,589 124,828,119
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

Ｓ

⑤科学研究費補助金説明会の実施
　大学等の研究機関等への事業説明を、文部科学省との共同実施（8回）、振興会の単独実施（1回）、研究機関
等からの要望に応じての実施（56回）により、全国各地で行い、制度の改善等に係る正しい理解の促進を図っ
た。
　公募要領等説明会については、全国を7地区に分け、地区ごとに一定の出席者数を確保した上で開催すること
により、尐ない開催回数（7回。関東・甲信越地区は対象研究機関を半数ずつに分けて2回開催）で、多くの研究
者や事務担当者等（約3,100名）に対し、効率的に制度を周知することができた。文部科学省と合同で実施する
ことにより、担当する研究種目ごとに単独で説明会を開催することと比較し、効率的な情報提供を行うことがで
きた。また、公募要領や研究計画調書等の変更点を分かりやすく説明することにより、研究者や事務担当者等の
理解を促進することができた。
　研究機関等が実施する事業説明会については、積極的に出席することにより、多くの研究者や事務担当者等に
事業についての正しい理解を持ってもらうことができた。また、大規模の説明会と比較して、出席者からの質問
に対し、より丁寧に対応することができ、出席者の事業についての理解を深めることにつながった。さらに、出
席者と積極的に意見交換を行うことができ、その具体的なニーズを的確に把握し、有効に事業の改善に活かすこ
とができた。

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及
①研究成果の把握・公表
　国立情報学研究所のデータベースにおいて、平成20年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成20年度
に研究期間が終了した研究課題の研究成果報告書について広く公開するため、同研究所に対し情報提供を行うこ
とにより、多くの人々が科研費による研究成果を有効に活用できるようにした。なお、平成19年度以前に研究期
間が終了した研究課題を含め、一部に研究成果報告書等が未提出者となっている研究課題があり、平成22年1月
の会計検査院の実地検査を受け、直ちに督促方法を改善し、その解消に努めた。

②ひらめき☆ときめきサイエンス事業
　プログラムの参加者のアンケートでは、「普段、学校ではできない実験ができ、大変勉強になった」「大学で
の研究に直に触れ、非常に興味が湧いた」「将来、研究者を目指そうと思った」などの意見・感想が多く、ま
た、当日の内容についての専門的な質問や感想も多々見られ、プログラムにおける体験は、参加した小・中学
生・高校生にとって貴重なものであり、知的好奇心を刺激することができたといえる。

（４）助成の在り方に関する検討
　学術システム研究センターには、科学研究費補助金に関するワーキンググループを設けており、特別推進研究
及び若手研究の在り方について検討したほか、審査結果及びその検証結果のフィードバックの在り方、時限付き
分科細目の取扱い、若手研究（Ｓ）の研究進捗評価の実施方法、研究計画調書・審査基準の見直し、更なる審査
の充実策、審査委員の負担軽減策などについて効率的に検討したことにより、学術研究における様々な特性や
ニーズを踏まえた有効な事業改善を行うことができた。

　科学研究費補助金事業は、文部科学省が定める方針等のほか、学術システム研究センターの
機能を有効に活用しながら制度の改善を図り、研究種目の特性に応じた適切な審査基準等を設
定し、公正で透明性の高い審査委員の選考システム及び審査・評価システムを構築した上で、
研究者の視点に立った審査・評価業務を行い、研究に支障が生じることがないよう補助金の交
付業務を迅速かつ的確に行った。中期計画の数値目標は、一部を除き、すべて達成しており、
研究者ニーズに的確に対応し、研究者へのサービスを向上させることができた。
　また、業務の効率化のために、応募手続や審査業務に電子システムの導入・活用を進めてお
り、振興会における業務の効率化のみならず、応募者や審査委員の負担軽減にもつながってい
る。特に、平成21年度には、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）とログイン機能等を統合
することにより、各種手続の大幅な簡素化を図ることができたこと、並びに、応募手続の電子
化、審査業務の電子化に続き、交付業務の電子化にも取り組み、業務の一層の効率化を推進で
きたことは、特筆すべき改善事頄である。
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7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ｓ Ｓ

8．中期計画の進捗状況

（１）審査・評価の充実
　学術システム研究センターの機能を有効に活用し、研究者ニーズ及び諸外国の状況等を踏まえて、公正な審査
委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構築を着実に行っている。
①審査業務
　平成21年度において、科学研究費委員会は3回開催し、配分審査のための小委員会を83回開催した。
　審査委員の拡充等を行い、審査の質的充実を図っている。
　不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを活用するとともに、審査結果
を他の競争的資金の配分機関に対し4月下旪までに提供している。

②評価業務
　平成21年度において、それぞれの研究種目に応じて評価を行うとともに、特別推進研究、基盤研究（S）及び
学術創成研究費については、研究進捗評価等により成果把握に取り組んでいる。その際、適切な評価体制の整備
を図るとともに、その結果については、ホームページにおいて広く公開している。

（２）助成業務の円滑な実施
①募集業務（公募）
　公募に関する情報については、科学研究費補助金に関するホームページにより公表するとともに、研究計画調
書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるようにしている。
　応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、平成21年度においても科学研究費委員会におい
て審査方針等を決定し、10月中旪に公表した。

②交付業務
　早期交付及び研究者へのサービス向上の観点から、これまでも可能な限り期間の短縮に努めてきており、今後
も対象件数の増加が見込まれるが、明確に定めた次の期限を項守し、迅速かつ確実に行っている。
・ 採否に関する通知は、4月上旪までに行う。
・ 応募者に対する審査結果の開示の通知は、5月下旪までに行う。
・ 額の確定は、7月中旪までに行う。

③不正使用及び不正受給の防止
　研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定めるガイド
ライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況
等を的確に把握し、必要に応じ、適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させてい
る。
　また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策について助言、
注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会の現地調査による監査を充実す
ることにより不正の防止に努めている。

 さらに、不正使用及び不正行為には厳格に対応してきており、不正使用等を行った者に対して
は、一定期間、補助金の交付を制限する罰則を適用するとともに、研究者や事務担当者等を対
象とした事業説明会等を全国各地の大学等で実施し、注意喚起、助言等を行い、不正使用等の
防止に努めている。
　なお、今後も引き続き継続的な事業の改善を行っていく必要があり、各種業務での電子シス
テムの導入・活用を進め、今後、審査業務の完全電子化、さらには、交付業務の完全電子化を
進めていくことが、更なる事業の改善及び業務の効率化のために必要である。
　また、審査結果の開示についても、電子システムの導入・活用を進め、開示内容を更に充実
させることが、審査の公正性・透明性を確保するために必要であるとともに、審査結果の検証
結果を審査委員へ適切にフィードバックすることも公正で透明性の高い審査・評価システムの
構築にとって不可欠である。
　その他、増加する応募件数への対応や審査委員の負担軽減のため、引き続き、審査委員候補
者データベースを充実させるとともに、審査方法等の改善についても検討していくことが必要
である。また、研究成果の社会への公開は重要であり、より適切に情報発信できるよう改善を
図る必要がある。
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9．外部評価

評定

⑤ 科学研究費補助金説明会の実施
　科学研究費補助金に対する理解を促進し、その支援効果を高めるため、大学等の研究機関等への事業説明を、
文部科学省との共同実施、研究機関等からの要望に応じての実施により、全国各地で行っている。

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及
　科学研究費補助金の研究課題の研究成果について把握するとともに、インターネットにおいて広く公開してい
る。
　我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金による研究成果をわかりやすく
説明することなどを通じて、学術と日常生活との関わりや学術がもつ意味に対する理解を深める機会を提供する
「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を全国各地の大学等で幅広く実
施している。

（４）助成の在り方に関する検討
　学術研究における様々な特性・ニーズを踏まえた助成の在り方について、学術システム研究センターの機能を
活用しつつ検討を行い、事業の改善に反映させている。

  平成21年度には府省共通研究開発管理システム(e-Rad)とログイン機能等の統合化により、各
種手続きの大幅な簡素化が図られた。また、応募手続きの電子化、審査業務の電子化に続き、
交付業務の電子化にも取り組み、業務の一層の効率化を推進した。また、審査員の約1,500名の
増員により、一人当たりの平均審査件数を96件から、76件に抑制し、負担軽減と十分な審査時
間の確保により、よりきめ細かな審査を目指したなどの改善がなされた。
  このような業務効率の改善により、約85,000件の応募に対し書面審査、合議審査、一部ヒア
リング審査などを行い、19,000件の採択を3ヶ月間で効率的に実行し、4月1日に交付内定通知を
発出したことは特筆に価する。
  不正使用および不正行為に対しては、各研究機関における研究費の管理や監査を徹底させる
とともに、事業説明会等を全国各地の研究機関などで実施し、注意喚起、助言などを行ってい
る。さらに不正使用等を行った者に対しては、一定期間、補助金の交付を制限する罰則を適用
するなど厳格に対応し、不正使用などの防止に努めている。
  研究成果の把握・公表に関しては、研究成果報告書を国立情報学研究所の電子媒体データ
ベースで効率的に公表できる仕組みを構築し、普及に努めている。今後、データベースの活用
状況も調査されるとよい。
　また、研究成果報告書が未提出となっているものについては、平成22年1月に会計検査院の指
摘を受け迅速に対応したことは評価できるが、報告書の未提出の解消に向けて、振興会のガバ
ナンスの改善を望む。
　研究成果の社会還元・普及に関しては、季刊の「科研費NEWS」の充実を図るとともに、「ひ
らめき☆ときめきサイエンス」事業では、平成21年度に123研究機関で208プログラムを実施
し、（平成17年度に比し約6倍）研究成果の普及と学術に対する国民各層の理解向上に努めてい
る。
　なお、科研費の審査体制をより良くするためには、審査に充てる予算の増額が必要であり、
今後の見直しや改善に向けた検討が望まれる。

Ｓ

④電子システムの導入・活用
　電子システムの導入・活用については、電子情報化された応募者の研究に関する個人情報等の第三者に対する
セキュリティを確保しつつ、応募手続について、平成20年度に完全電子化が図られたことにより、応募書類の確
認や人手により行う必要がなくなり、応募者の負担の軽減や業務の効率化が推進されている。また、審査業務に
ついては、既に特別推進研究の審査意見書や基盤研究、挑戦的萌芽研究及び若手研究の書面審査結果の受付の電
子化が図られており、平成21年度からは研究成果公開促進費の書面審査結果の受付についても電子化が図られて
いる。
　さらに、応募手続の電子化、審査業務の電子化に続き、平成21年度には交付業務の電子化にも取り組んだ。
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（1）年度計画

 

（2）業務実績

(１)　審査・評価の充実

　学術システム研究センターの機能を有効に活用しながら制度の改善を図り、公正な審査委員の選考、透明性の高い審
査・評価システムの構築を行う。

①審査業務
（ⅰ）　科学研究費委員会を開催して、文部科学省科学技術・学術審議会が示す「審査の基本的考え方」を踏まえ、科学研
究費委員会において「科学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び評価に関する規程」を改正する。
また、配分審査のための小委員会を開催し、応募された研究課題の審査を行う。
（ⅱ）　審査委員の選考については、審査委員候補者データベースを充実しつつ、専門的見地から、より適切な審査委員
を選考するため、学術システム研究センターの研究員の幅広い参画を得て実施する。
（ⅲ）　研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、合議審査において、研究計画調書に記載された他の研
究費への応募・採択状況を確認するとともに、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を活用し、審査結果を他の競争的
資金の配分機関に対し迅速に提供する。

②評価業務
（ⅰ）　研究進捗評価の実施
　特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費については、当該研究課題の研究の進捗状況を把握し、当該研究
の今後の発展に資するため、現地調査・ヒアリング・書面・合議により研究進捗評価を行う。また、その評価結果について
は、ホームページにおいて広く公表する。
（ⅱ）　事後評価の実施
　特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費の研究課題のうち、研究進捗評価を行わない研究課題については、
現地調査・ヒアリング・書面・合議により事後評価を行う。
また、その評価結果については、ホームページにおいて広く公開する。

①審査業務
　(ⅰ)　科学研究費委員会を開催して、文部科学省科学技術・学術審議会が示す「審査の基本的考え方」や学術システム
研究センターにおける制度の改善に関する検討結果を踏まえ、「科学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び評価
に関する規程」を改正した。
　平成22年度の新規応募研究課題（基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ａ・Ｂ）、奨励研究及び研究成果公
開促進費（学術定期刊行物・学術図書・データベース））約85,000件について、平成21年12月上旪から平成22年3月上旪に
かけて書面審査（審査委員延べ約5,900名）及び合議審査（審査委員延べ約800名）の2段階によるピア・レビューを実施
し、約19,000件の採択を行った。なお、交付内定通知は、新規研究課題についても4月当初から研究を開始することが可
能となるよう平成22年4月1日に発出することとしている。
　また、科学研究費補助金の中で1課題当たりの交付額の大きい特別推進研究及び基盤研究（Ｓ）については、より充実し
た審査を行うためヒアリングを実施した上で、特別推進研究は平成22年4月中に、基盤研究（Ｓ）は平成22年5月中に平成
22年度の新規応募研究課題の採否を決定することとしている。なお、特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び若手研究（Ｓ）の
平成21年度の新規応募研究課題約1,100件については、書面審査、合議審査及びヒアリング審査を実施し、約150件の採
択を行った。
　その他、若手研究（スタートアップ）の平成21年度新規応募課題約4,500件については、平成21年6月中旪から7月下旪に
かけて書面審査及び合議審査を実施し、約1,000件の採択を行った。

　(ⅱ)　審査委員の選考については、審査委員候補者データベース（平成21年度において約4,800名の新規登録者を加え
ることにより登録者数が約54,000名と充実した）を活用し、専門的見地からより適切な審査委員を選考するため、学術シス
テム研究センターの研究員が前年度の審査結果を検証した上で実施した。
　また、同検証の結果に基づき、模範となる審査意見を付した審査委員（20名）を選考し表彰した。

　(ⅲ)　研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、合議審査において、研究計画調書に記載された他の研
究費への応募・採択状況及び府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の登録情報を確認するとともに、平成21年度の審
査結果を他の競争的資金の配分機関に対し提供した。

②評価業務
　(ⅰ)　研究進捗評価の実施
　特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費については、当該研究課題の研究の進捗状況を把握し、当該研究
の今後の発展に資するため、現地調査・ヒアリング・書面・合議により研究進捗評価を行った。また、その評価結果につい
ては、ホームページにおいて広く公表するとともに、翌年度の配分審査に活用した。

  (ⅱ)　事後評価の実施
　特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費の研究課題のうち、研究進捗評価を行わない研究課題については、
現地調査・ヒアリング・書面・合議により事後評価を行った。
　また、その評価結果については、ホームページにおいて広く公開した。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

①審査業務（有効性）

　第1段審査の手引きに、模範となる審査意見の例、不十分な審査意
見の例を掲載し、第2段審査に役立つ審査意見の記載を求めてい
る。
　審査委員の約1,500名増員により、1人当たりの平均審査件数を96
件から73件に抑制し、負担軽減と十分な審査時間の確保により、より
きめ細かな審査を可能とした。
　16個の観点のうち、「不十分」と評価する項目を選択させることで、
第2段審査委員が第1段審査の結果をより的確に把握できるようにし
た。また、総合評点の分布が適切なものになるようシステムにより制
御するなどの措置を講じた。
　合議審査は、上記の改善を踏まえた審査資料により行うことで有効
性を向上させるとともに、研究計画調書の記載に加え、府省共通研
究開発管理システムの登録情報を活用し、研究費の不合理な重複
や過度の集中の有無について確認している。特に挑戦的萌芽研究に
ついて、重複応募が可能な基盤研究（Ａ・Ｂ）と同じ審査会で審査し、
不合理な重複に該当しないか確認した。なお、特別推進研究等は、ヒ
アリング審査を行い、よりきめ細かな審査を行った。

①審査業務
　科学研究費委員会は年3回程
度開催するとともに、配分審査
のための小委員会を必要に応じ
て開催する。

　科学研究費委員会　　 3回
　配分審査の小委員会　83回

Ｓ

①審査業務
　審査結果を他の競争的資金の
配分機関に対し、4月下旪まで
に提供する。

①審査業務（効率性）

　書面審査（第1段審査）については、審査結果を電子的に受け付け
るシステムを既に導入しているが、前年度の審査委員の意見に基づ
いて入力エラーに対する注意喚起機能を充実させるなど利便性の向
上を図ることにより、より効率的な審査を可能にしている。また、合議
審査については、第2段審査の手引きを事前に審査委員に配付する
ことで、審査会当日の運営等を効率的に行えるようにするなど従前と
同様の措置を講じている。
　研究計画調書の中に「研究目的」「研究計画・方法」の概要を記述さ
せることで審査委員が内容を端的に把握できるように工夫をした。
　審査委員を対前年度約1,500名増員したが、審査委員候補者デー
タベースや審査結果受付の電子システムの活用により、約85,000件
の2段階審査を、利害関係のある審査委員の変更等も迅速に行いつ
つ、昨年度同様の約3ヶ月の期間で効率的に実施した。

　審査結果の提供　4月7日

①審査業務（公正性・透明性）

　審査委員には、より公正な審査が行われるよう、審査の手引きにポ
イント・心構え等を詳しく記載するとともに、第1段審査委員に対して
は特に重要な事項を1枚にまとめて配付、周知し、第2段審査に関し
ては、学術システム研究センター研究員が審査会の運営に参画し、
審査状況を確認することで公正性を高めている。また、基盤研究（Ｃ）
等について、1課題当たりの書面審査委員を3名から4名に増員し、利
害関係者を排除した場合の公正性を高めた。
　また、公募要領等により、審査方針・評定基準等を公表するととも
に、審査委員や審査委員を選考する学術システム研究センター研究
員の氏名等をホームページ等で公表することで透明性を確保してい
る。さらに、希望者に対する審査結果の開示内容を充実し、より透明
性を高めることとしている。
　上記に加えて、審査の公正性・適切性を確保するため、学術システ
ム研究センター研究員が、ほぼすべての書面審査結果についての検
証を行い、翌年度の審査委員選考に反映するとともに、模範となる審
査意見を付した審査委員（20名）を選考、表彰した。

評価の観点 達成度
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（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

１．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について』に
おける指摘事項を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）第１－１　学術研究の助成（科学
研究費補助金）に係る業務の見直し」
　科学研究補補助金については、競争的資金全体のマネジメントの一環として、不合理な重複及び過度
の集中の排除並びに不正使用及び不正受給の防止対策を強化することとする。このため、以下の見直
しを行う。
　①「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」（平成18年8月
    31日総合科学技術会議）等に沿って、科学研究費補助金の応募段階から重複応募等をシス
    テム的にチェックするとともに、実際の審査の場において、研究計画調書に記載された他
    の研究費助成制度への応募・採択状況を確認することとする。なお、平成19年度に使用開
    始予定の「府省共通研究開発管理システム」を活用する。
　②また、競争的資金の中で最も早い時点（4月）に採否が決定される科学研究費補助金の審査
    結果を、他の競争的資金の配分機関に対し迅速に提供することとする。

　特別推進研究、学術創成研究費及び基盤研究（Ｓ）の研究進捗評
価及び事後評価は、我が国を代表する研究者で構成される部会にお
いて実施した。
　
　審査・評価第一部会：運営小委員会（  8人）
　　　　　　　　　　　各小委員会  （ 62人）
　審査・評価第二部会：運営小委員会（ 14人）
　　　　　　　　　　　各小委員会　（125人）

　また、「科学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び評価に
関する規程」等を定め、各評価基準をホームページで公開する等明
確化するとともに、利害関係者の排除を徹底することで公正性を確
保した。
　その他、評価終了後、部会委員の氏名及び評価結果について、
ホームページで公開した。

②評価業務（公正性・透明性）

　研究進捗評価については、1課題当たりの交付額が最も大きい特
別推進研究（17件）及び次に大きい学術創成研究費（21件）は、全て
の課題についてヒアリングを実施し、基盤研究（Ｓ）（77件）について
は、書面評価を基本とし、書面により判断できない場合にヒアリング
及び現地調査を実施した。
　当初計画より研究が遅れ、研究成果が見込まれない場合は、研究
経費の減額又は研究を中止することとしており、研究費執行の効率
性を高めることができるものとしている。平成21年度においては、特
別推進研究について1件研究の中止又は減額が妥当と判断した。
　なお、特別推進研究については、研究進捗評価の一環として、研究
の立ち上げ時期（研究期間の2年目）に、研究の進展状況や購入され
た設備等の活用状況等を確認し、成果を上げるために十分な研究環
境を整え、順調に研究が進んでいるか等を把握するため、対象とな
る研究課題（19件）について現地調査を実施し、今後の研究の進展
に資するため、課題ごとに評価意見を付した。

　研究進捗評価は、特別推進研究、学術創成研究費及び基盤研究
（Ｓ）を対象に実施し、研究の進捗状況、これまでの研究成果、研究
目的の達成見込み等について、評価規程に基づき厳格に評価を行っ
た。
　これにより当該研究課題の当初目標に対する達成度を評価するこ
とができた。
　特別推進研究　　Ａ＋  3件、Ａ 10件、Ｂ 3件、Ｃ 1件
　学術創成研究費　Ａ＋  1件、Ａ 19件、Ｂ 1件、Ｃ 0件
　基盤研究（Ｓ）　Ａ＋ 10件、Ａ 62件、Ｂ 5件、Ｃ 0件
　また、当該研究課題の研究代表者が新規研究課題に応募した場
合は、当該評価結果を審査資料として審査に諮り活用した。

　事後評価は、研究目的の達成度、当該学問分野への貢献度、研究
成果等について、評価規程に基づき厳格に評価を行った。
　これにより当該研究課題の当初目標に対する達成度を評価するこ
とができた。
　特別推進研究　　Ａ＋  3件、Ａ  8件、Ｂ 1件、Ｃ 0件
　学術創成研究費　Ａ＋  4件、Ａ 11件、Ｂ 1件、Ｃ 0件
　基盤研究（Ｓ）　Ａ＋ 10件、Ａ 46件、Ｂ 8件、Ｃ 1件
　研究進捗評価及び事後評価を実施した課題には、今後の研究の
発展に資するため、評価意見を付した。

②評価業務（有効性）

②評価業務（効率性）
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（5）評価資料

①審査業務
　独立行政法人日本学術振興会が行う科学研究費補助金の審査の基本的考え方
　科学研究費補助金に係る審査委員の選考に関する要項
　科学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び評価に関する規程
　平成22年度科学研究費補助金第１段審査の手引き
　平成22年度科学研究費補助金第２段審査の手引き
②評価業務
　科学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び評価に関する規程
　研究進捗状況報告書
　研究終了報告書
　評価結果公表用資料

４．「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
　②審査業務の電子化について、審査委員の負担軽減及び業務の効率化をより一層推進するため、既
存システムの更なる改善を行っている。
　③応募手続の電子化、審査業務の電子化に続き、平成21年度において、交付業務の電子化にも取り
組み、業務の効率化を一層推進している。

２．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学研究費
補助金）等助成事業】
　②競争的資金の不合理な重複、過度の集中、不正使用及び不正受給を防止するため、具体の
    取組や組織体制の整備を含めた仕組みを平成19年度末までに構築するものとする。また、
    平成20年１月から稼働する予定の府省共通研究開発管理システムを活用する。
　③審査・配分に係る業務の人員・体制について、競争的資金の制度・目的に応じた効率化の
    取組を引き続き進める。

４．「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
②（イ）科学研究費補助金については、審査委員の負担軽減、業務効率化の観点から、審査業務の電
子化を一層推進することが課題。（項目別－P４参照）
③（イ）電子システムを整備することにより、審査業務のペーパーレス化や交付申請手続きの電子化を進
めるなど、業務のより一層の効率化に取り組むべき。また、日本人のノーベル賞受賞を契機に基礎研究
の重要性が再認識され、それに対する期待と関心が高まっており、科学研究費補助金のより一層の拡
充が望まれる。（項目別－P４参照）

１．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について』に
おける指摘事項を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）第１－１　学術研究の助成（科学
研究費補助金）に係る業務の見直し」
  ①応募手続に電子システムを導入し、科学研究費補助金の応募段階から重複応募等をシステム的に
チェックするとともに、実際の審査の場において、研究計画調書に記載された他の研究費助成制度への
応募・採択状況及び府省共通研究開発管理システムの登録情報を確認している。
　②平成19年度から、競争的資金の中で最も早い時点（4月）に採否が決定される科学研究費補助金の
審査結果を、他の競争的資金の配分機関に対し迅速に提供している。

２．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学研究費
補助金）等助成事業】
　②不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを活用するととも
に、審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し提供している。また、文部科学省との適切な役割分
担のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各
研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要に応じ、適切な指導を行うなど、研究
機関における研究費の管理や監査を徹底させている。
　③審査・配分に係る業務の人員・体制については、軽微な事務処理の外部委託等を進め、業務の効率
化を図りつつ、強化している。

見直し状況

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間に係
る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）（略）事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりや
　　すい情報発信による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止
　　対策の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきで
　　ある。

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間に係
る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）文部科学省が定める方針等のほか、学術システム研究センター機能を有効に活用しなが
　　ら制度改善を図っている。

答申・提言等
による
指摘事頄
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（1）年度計画

 

（2）業務実績

（２）助成業務の円滑な実施

①募集業務（公募）
　平成22年度公募に関する情報については、科学研究費補助金に関するホームページにより公表するとともに、研究計
画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるようにする。
　また、応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費委員会において審査方針等を決定
後、速やかに公表する。

②交付業務
　平成21年度科学研究費補助金について、科学研究費委員会の審査結果に基づき、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手
研究（Ｓ）、若手研究（スタートアップ）、奨励研究、研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図書、データベース）、特
別研究員奨励費及び学術創成研究費の交付業務を迅速に行う。
　また、平成20年度に交付した科学研究費補助金に係る実績報告書の提出を受け、額の確定を行う。
　・　採否に関する通知は、4月上旪までに行う。
　・　応募者に対する審査結果の開示の通知は、5月下旪までに行う。
　・　額の確定は、7月中旪までに行う。

③不正使用及び不正受給の防止
　研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定めるガイドライン等
に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把
握し、必要に応じ適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させる。
　また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策について、助言・注意
喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会による監査を充実することにより不正の防止
に努める。

④電子システムの導入・活用
（ⅰ）　応募手続
　平成21年度においては、特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究及び若手研究の応募書類の受付を電子システム
により行う。
（ⅱ）　審査業務
　特別推進研究の審査意見書及び基盤研究、挑戦的萌芽研究並びに若手研究の書面審査の結果の受付については、電
子システムにより行う。
（ⅲ）　交付業務
　9月中旪の若手研究（スタートアップ）の交付申請書受付を電子システムにより試行的に行い、その結果を踏まえ、他の
研究種目の交付申請書受付への電子システムの導入を検討する。

⑤科学研究費補助金説明会の実施
　大学等の研究機関への事業説明を、文部科学省との共同実施、研究機関からの要望に応じての実施などにより、全国
各地で行い、制度の改善等に係る正しい理解の促進を図る。その際、地域バランスに配慮する。
　また、制度に係るパンフレット、説明資料の向上を図る。

①募集業務（公募）
　平成22年度公募に関する情報については、日本語版の公募要領等に加え、英語版の公募要領等も作成し、科学研究費
補助金に関するホームページで公表することにより、研究計画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるよ
うにした。
　また、11月上旪の基盤研究等の応募受付期限前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費委員
会において審査方針等を決定後、10月16日に公表した。
　なお、平成20年度公募から、研究機関における公的研究費の適正な管理の充実を図るため、「研究機関の公的研究費
の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体制整備等の状況報告書」の提出を応募要件としている。

②交付業務
　平成21年度科学研究費補助金について、科学研究費委員会の審査結果に基づき、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手
研究（Ｓ）、若手研究（スタートアップ）、奨励研究、研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図書、データベース）、特
別研究員奨励費及び学術創成研究費の交付業務を迅速に行った。
　基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽研究、奨励研究、研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図書、データベース）
及び学術創成研究費については4月1日、基盤研究（Ｓ）及び若手研究（Ｓ）についても継続研究課題は4月1日、ヒアリング
審査を行った新規研究課題については5月11日、若手研究（スタートアップ）については8月25日にそれぞれ交付内定通知
を発出した。また、内定者から提出された交付申請書を基に、基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽研究及び若手研究（Ｓ）
については6月9日、若手研究（スタートアップ）については10月15日にそれぞれ交付決定を行い、補助金を交付した。
　なお、年度途中には、補助事業の廃止、直接経費の使用内訳の変更、所属する研究機関の変更、研究代表者・研究分
担者の変更、育児休業等による中断・再開等の申し出に対応した。
　また、平成20年度に交付した科学研究費補助金に係る実績報告書（約3万9千件）の提出を受け、額の確定を行うととも
に、年度繰越しが承認された研究課題（887件）への補助金の交付を行った。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

①募集業務（効率性）

　公募要領等に対する研究者や事務担当者等の理解促進のため、
文部科学省と合同で実施した公募要領等説明会及び研究機関等が
実施する事業説明会において、公募の内容や研究計画調書等の変
更点を分かりやすく説明するなど、効率的な情報提供を行った。な
お、公募要領等説明会の資料はホームページに掲載し、説明会に参
加できなかった研究者等も容易に入手できるようにした。
　また、応募書類の受付は完全電子化しており、応募書類の受付か
ら書面審査及び合議審査の資料作成に至る一連の作業を効率的に
行った。

①募集業務（有効性）

　公募要領や研究計画調書の様式作成に当たり、学術システム研究
センター研究員や科学研究費委員会委員の意見を踏まえ、重複応
募の制限に関する説明を充実するなど、より分かりやすいものとする
とともに、公募要領や研究計画調書の様式をホームページに掲載
し、研究者等が迅速に入手できるようにした。なお、英語版の公募要
領等を作成し、我が国の研究機関に所属する外国人研究者等が応
募する際の便宜を図った。
　また、若手研究に最終年度前年度応募の仕組みを導入するととも
に、受給回数を2回までとすることで、円滑に基盤研究へ移行される
よう措置を講じた。

①募集業務（公正性・透明性）

　基盤研究等の公募において、11月上旪の応募受付期限前の10月
16日に審査方針・評定基準等をホームページに掲載・公表すること
で、制度の公正性・透明性を一層高めた。また、公募要領等説明会
の資料をホームページに掲載する措置も講じた。
　なお、若手研究（Ｓ)については、平成22年度概算要求の見直しに
伴い、新規課題の募集を停止したが、応募者等に対して応募種目の
変更手続きなどの通知を速やかに行った。

①募集業務
　科学研究費委員会において審
査方針を決定し、10月上旪まで
に公表する。

　審査方針等の公表　10月16日

④ 電子システムの導入・活用
(ⅰ)応募手続
　特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究及び若手研究の応募書類の受付を電子システムにより行った。また、電子
申請システムと府省共通研究開発管理システム（e-Rad）のログイン機能等を統合した。

(ⅱ)審査業務
　特別推進研究の審査意見書並びに基盤研究、挑戦的萌芽研究及び若手研究の書面審査の結果の受付を電子システ
ムにより行った。

(ⅱ)交付業務
　若手研究（スタートアップ）の交付申請書受付を電子システムにより試行的に行った。また、その結果を踏まえ、同システ
ムの機能の充実及び他の研究種目の交付申請書受付への電子システムの導入を検討し、平成22年度において、研究活
動スタート支援の交付申請書受付の電子システムに異動情報入力機能等を追加することとしている。

⑤科学研究費補助金説明会の実施
　大学等の研究機関等への事業説明を、文部科学省との共同実施（8回）、振興会の単独実施（1回）、研究機関等からの
要望に応じての実施（56回）により、全国各地で行い、制度の改善等に係る正しい理解の促進を図った。その際、地域バラ
ンスに配慮した。
　また、研究者ハンドブック、事業説明資料をより分かりやすいものに改善した。

③不正使用及び不正受給の防止
　研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定めるガイドライン等
に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把
握し、必要に応じ適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させた。
　また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策について、助言・注意
喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会による監査を充実させることや不正使用等を
行った研究者に対し、一定期間、補助金の交付を制限する罰則を適用するなど厳格に対応することにより不正の防止に
努めた。
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②交付業務（効率性）

　基盤研究等については、昨年度より7日早い4月1日に、交付内定通
知を発出した。基盤研究（Ｓ）及び若手研究（Ｓ)のうちヒアリング審査
を実施した新規課題については5月11日、3月～5月に公募、6月～7
月に審査を行った若手研究（スタートアップ）については8月25日に交
付内定通知を発出した。
　また、交付決定に当たっては、基盤研究等の交付申請の辞退届等
（計1,406件）を受理してから6日間で確実に処理し、早期に交付を
行った。
　さらに、平成20年度に交付した科学研究費補助金に係る実績報告
書（約3万9千件）の提出を受け、額の確定及び補助金の返還等の手
続きを迅速・的確に行うとともに、繰越しが承認された研究課題（887
件）について、研究遂行に支障がないよう速やかに交付した。

Ｓ

②交付業務（有効性）

　一部の研究種目を除き、昨年度より7日早い4月1日に新規研究課
題の交付内定を行ったことにより、補助金が交付されていなくても交
付内定通知受領後直ちに研究を開始することを可能としている新規
研究課題についても4月当初からの研究開始を可能とした（研究開始
時期の早期化を図った）。
　また、年度途中には、補助事業の廃止、直接経費の使用内訳の変
更、研究代表者・分担者の変更、育児休業等による中断・再開など
の申し出に対し、研究遂行や補助金の管理に支障が生じないよう適
切に対応した。
　これらの他、繰越制度の申請手続を簡素化し、制度の一層の活用
を促し、対前年度402件増の1,289件の申請があった。

②交付業務（公正性・透明性）

　研究機関等からの補助金の適正な使用に関する問い合わせに適
切に対応し、研究機関による管理の下、補助金が適正に使用される
ように努めた。
　また、補助金の不正使用が明らかになった場合（疑いのある場合を
含む）は、速やかに調査し、報告することを義務付け、研究機関から
の報告書を基に、不正使用を行った研究者に対して不正に使用され
た補助金の返還を命じるなど厳格に対応している。なお、研究機関
からの報告に際しては、不正発生要因や再発防止策についても報告
させるなど、適切に対応した。

②交付業務
　採否に関する通知は、4月上
旪までに行う。

採否の通知　4月1日

②交付業務
　応募者に対する審査結果の開
示の通知は、5月下旪までに行
う。

審査結果の通知　5月29日

②交付業務
　額の確定は、7月中旪までに
行う。

額の確定　7月17日

③不正使用及び不正受給の防止
（効率性）

　応募要件として研究機関に提出を義務付けた「研究機関における
公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく体制整
備等の実施状況報告書により、各研究機関の不正使用等の防止に
対する取組の状況等を効率的に把握し、必要に応じ適切な指導を
行っている。
　また、ホームページによる周知や全国を地区別に分けて実施した
公募要領等説明会、研究機関からの要望に応じて行った事業説明
会等において注意喚起、指導を行うことで効率的に対応した。
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③不正使用及び不正受給の防止
（有効性）

　研究機関に対し、無作為抽出による内部監査の実施を義務付け、
研究機関において実効性のある内部監査が実施されるよう促すとと
もに、研究者から不正使用等を行わない旨の誓約文書を徴収し、保
管することを義務付け、研究者の意識の向上を図っている。
　また、研究機関に対し、不正使用等の防止のための研修会・説明
会を積極的・定期的に実施することを義務付けることにより、研究者
の意識改革を促進する機会がより多く持たれるよう促し、科研費の使
用ルールについて、分かりやすく説明したハンドブックを修正し、研究
者や事務担当者等の不正使用等に対する理解が効果的に促進され
るように図っている。
　さらに、研究機関に対し、不正使用等が明らかになった場合（疑い
のある場合を含む）には、速やかに調査を実施し、報告することを義
務付け、研究機関からの調査報告書を基に、不正使用等を行った研
究者に対して、一定期間、補助金の交付を制限するなど厳格に対応
することにより、不正の防止を図っている。
　これらの他、文部科学省と連携して、平成21年度においては54機
関に対して実地検査を行い、各研究機関の補助金管理体制の実態
を把握するとともに、補助金の適正な使用について、各研究機関の
実情に即した注意喚起、指導を行うことにより、不正の防止を図って
いる。

③不正使用及び不正受給の防止
（公正性・透明性）

　すべての研究者に対して、研究費を不正に使用した場合には、厳
格に対応することで公正性を担保している。
　また、公募要領等説明会や事業説明会、実地検査の機会を活用
し、研究機関に対して不正使用の事例や対応について説明すること
で透明性を確保し、制度が認めている補助金の柔軟な使用をいたず
らに制限することで不正使用が生じることがないように研究機関側の
自助努力を促している。

④電子システムの導入・活用
（効率性）

　応募書類の受付、確認や整理作業を人手によらず、電子システム
を活用することにより、効率的に行った。審査業務においても、基盤
研究等の書面審査結果に加えて研究成果公開促進費の書面審査結
果の受付を電子システムにより行い、更なる効率化を図った。
　また、若手研究（スタートアップ）の交付申請書受付を電子システム
により試行的に行い、交付業務の効率化に取り組んだ。試行の結果
を踏まえて、他の研究種目での運用に向けた検討を行った。
　なお、応募受付期間において不適切なファイルがアップロードされ
たことでシステム障害が発生したが、速やかに所要の措置を講じ、短
時間で復旧させた。

④電子システムの導入・活用
（有効性）

　電子システムによるデータ入力時の形式チェック等の機能により、
研究者、研究機関担当者における確認などの作業負担が軽減され、
研究機関における業務の簡素化にも寄与している。
　新たに電子申請システムと府省共通研究開発管理システム（e-
Rad）のログイン機能等を統合した。これにより研究者情報の登録・修
正をe-Rad上で行うことが可能となり、研究機関担当者の作業負担の
軽減につながった。
　また、審査結果の登録時の入力エラーに対する注意喚起機能の充
実、入力画面等の見直しを行ったことにより、審査委員の負担軽減を
図った。

④電子システムの導入・活用
（公正性・透明性）

　書面審査を電子的に行った。これにより、合議審査において、研究
課題ごとに各審査委員の専門分野、評点、コメントを一括表示し、審
査の公正性を確保した。
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（4）指摘事頄に対する見直し状況

⑤科学研究費補助金説明会の実
施（有効性）

　公募要領等説明会において、公募要領や研究計画調書等の変更
点をわかりやすく説明することにより、研究者や事務担当者等の理解
を促進することができた。
　研究機関等が実施する事業説明会にも積極的に出席し、多くの研
究者や事務担当者に事業についての正しい理解を持ってもらうこと
ができた。また、公募要領等説明会のように規模の大きい説明会と
比較して、出席者からの質問に対し、より丁寧に対応することがで
き、出席者の事業についての理解をより深めることにつながるととも
に、出席者と十分な意見交換を行うことができた。

答申・提言等
による
指摘事頄

１．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について』に
おける指摘事項を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）第１－１　学術研究の助成（科学
研究費補助金）に係る業務の見直し」
　科学研究費補助金については、競争的資金全体のマネジメントの一環として、不合理な重複及び過度
の集中の排除並びに不正使用及び不正受給の防止対策を強化することとする。このため、以下の見直
しを行う。
③さらに、交付した科学研究費補助金が交付対象研究者の所属する大学等において適正に管理される
よう、科学研究費補助金の応募時に、検収体制の整備やその状況の報告を義務づけるなど、当該大学
等における機関管理や監査を徹底させるとともに、日本学術振興会における監査を充実することとす
る。

２．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学研究費
補助金）等助成事業】
②競争的資金の不合理な重複、過度の集中、不正使用及び不正受給を防止するため、具体の取組や
組織体制の整備を含めた仕組みを平成19年度末までに構築するものとする。また、平成20年１月から稼
働する予定の府省共通研究開発管理システムを活用する。
③審査・配分に係る業務の人員・体制について、競争的資金の制度・目的に応じた効率化の取組を引き
続き進める。
④審査・評価業務の効率化を図り、応募者及び審査者双方の利便性の向上を図るため、応募手続及び
審査業務を完全電子化する。
⑤平成20年度応募分から、「研究機関の公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体
制整備等の状況報告書」の提出を応募要件とする。

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）平成19年度に係る
業務の実績に関する評価（全体）
（イ）（略）事業運営においては、研究成果の把握とわかりやすい情報発信を行うとともに、引き続き研究
費の不正使用等防止策の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努める
べきである。

４．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間に係
る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）（略）事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりやすい情報発
信による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止対策の着実な実施や研
究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきである。

⑤科学研究費補助金説明会の実
施（公正性・透明性）

　公募要領等説明会については、特定の地域に偏ることなく地域バラ
ンスに配慮して全国を7地区に分け、地区ごとに説明会会場を設定し
た。
　また、研究機関等が実施する事業説明会への出席に当たっても、
特定の地域に偏ることなく地域バランスに配慮して、全国各地の研究
機関等に赴き、制度の周知を図った。
　さらに、公募要領等説明会に出席できなかった研究者や事務担当
者等が説明会資料を容易に入手することができるよう、ホームページ
で資料を公開した。

⑤科学研究費補助金説明会の実
施（効率性）

　全国を7地区に分け、地区ごとに一定の出席者数を確保した上で公
募要領等説明会を開催することにより、尐ない開催回数（8回。関東・
甲信越地区は対象研究機関を半数ずつに分けて2回開催）で、多くの
研究者や事務担当者等（約3,100名）に対し、公募に関する情報、不
正使用等の防止や繰越制度等について効率的に周知した。また、文
部科学省と合同で実施することにより、担当する研究種目ごとに単独
で説明会を開催することと比較し、効率的に情報提供を行った。
　さらに、公募要領等説明会と同日、同会場で研究機関事務担当者
の理解と事務能力の向上等を目的とした実務担当者説明会を開催
し、限られた説明機会を有効に活用した。
　なお、研究機関等が実施する事業説明会は、周辺研究機関からの
参加を募ることを促し、効率的な情報提供に努めた。
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（5）評価資料
①募集業務
　平成22年度科学研究費補助金（特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｓ・Ａ・Ｂ））の公募について（通
知）
　平成22年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の公募について（通知）
　平成22年度科学研究費補助金（若手研究（研究活動スタート支援））の公募について（通知）
　平成22年度科学研究費補助金公募要領・研究計画調書
　平成22年度科学研究費補助金公募要領等説明会資料
　平成22年度科学研究費補助金「若手研究（Ｓ）」の新規募集課題の公募停止について（通知）
②交付業務
　科学研究費補助金（基盤研究等）交付要綱
　科研費ハンドブック（研究者用、研究機関用）
③不正使用及び不正受給の防止
　科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要領
　科学研究費補助金の使用について各研究機関が行うべき事務等（平成21年度）
　平成22年度科学研究費補助金公募要領等説明会資料
　科研費ハンドブック（研究者用、研究機関用）
④電子システムの導入・活用
　該当なし
⑤科学研究費補助金説明会の実施
　平成22年度科学研究費補助金公募要領等説明会資料
　事業説明会資料

見直し状況

１．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について』に
おける指摘事項を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）第１－１　学術研究の助成（科学
研究費補助金）に係る業務の見直し」
　③平成20年度科学研究費補助金の応募から、交付した科学研究費補助金が交付対象研究者の所属
する大学等において適正に管理されるよう、検収体制の整備やその状況の報告を応募要件として義務
付けた。また、当該大学等における機関管理や監査を徹底させるため、事業説明会等において注意喚
起、指導等を行うとともに、大学等を対象とした現地調査を行っている。

２．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学研究費
補助金）等助成事業】
　②不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを活用するととも
に、審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し提供している。また、文部科学省との適切な役割分
担のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各
研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要に応じ、適切な指導を行うなど、研究
機関における研究費の管理や監査を徹底させている。
　③審査・配分に係る業務の人員・体制については、軽微な事務処理の外部委託等を進め、業務の効率
化を図りつつ、強化している。
　④応募手続及び審査業務を完全電子化するため、システム開発等を進めている。
　⑤平成20年度応募分から、「研究機関の公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく
体制整備等の状況報告書」の提出を応募要件としている。

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）平成19年度に係る
業務の実績に関する評価（全体）
（イ）不正使用や不正行為を防止するため、関係規程等を整備し、不正使用や不正行為を行った者に対
しては、一定期間、補助金の交付を制限する罰則を設けて、厳格に対応している。
　また、研究機関において適正に研究費の管理が行われるよう、毎年事業説明会等において、具体的な
事例を示して、注意喚起、指導を行っている。
　研究費の効率的な使用のため、直接経費の各費目において、自由に変更できる割合を３０％から５
０％に引き上げるとともに、直接経費に使途に制限のない他の経費を加えて使用することを可能にして
いるほか、繰越申請手続の簡素化を行っている。

４．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間に係
る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）不正使用や不正行為を防止するため、関係規程等を整備し、不正使用や不正行為を行った者に対
しては、一定期間、補助金の交付を制限する罰則を設けて、厳格に対応している。
　また、研究機関において適正に研究費の管理が行われるよう、毎年事業説明会等において、具体的な
事例を示して、注意喚起、指導を行っている。
　研究費の効率的な使用のため、直接経費の各費目において、自由に変更できる割合を３０％から５
０％に引き上げるとともに、直接経費に使途に制限のない他の経費を加えて使用することを可能にして
いるほか、繰越申請手続の簡素化を行っている。
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（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

(３)　研究成果の適切な把握及び社会還元・普及

①研究成果の把握・公表
　平成20年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成20年度に研究期間が終了した研究課題の研究成果報
告書については、国立情報学研究所のデータベースにより広く公開する。

②ひらめき☆ときめきサイエンス事業
　我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金による研究成果をわかりやすく
説明することなどを通じて、学術と日常生活との関わりや学術がもつ意味に対する理解を深める機会を提供する
「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を全国各地の大学等で幅広く実
施する。

①研究成果の把握・公表
　平成20年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成20年度に研究期間が終了した研究課題の研究成果報
告書について、国立情報学研究所のデータベース（ＫＡＫＥＮ：科学研究費補助金データベース）により広く公
開するため、同研究所に対し情報提供を行った（平成22年6月中の公開予定）。このデータベースでは、研究分
野ごとの検索のほか、研究成果として報告のあった研究論文や産業財産権についての検索も可能となっている。
　なお、平成19年度以前に研究期間が終了した研究課題を含め、研究成果報告書等が未提出となっている研究課
題があり、毎年督促を行っている。平成20年度までは、未提出の研究課題一覧を研究機関の担当課長あてに送付
し、速やかに提出するよう求めていたが、平成22年1月の会計検査院の実地検査を受け、督促通知のあて先を該
当する研究代表者及び研究機関の長に変更するとともに、機関として適切に対処することを求め、期限までに提
出できない場合は提出予定時期及びその理由を必ず徴するなどの改善を図った。
 また、特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費については、研究進捗評価等により成果把握に取り
組み、その結果については、ホームページにおいて広く公開した。
　さらに、科研費ＮＥＷＳ（科研費により支援した研究活動における最近の研究成果を紹介するニュースレター
で、平成19年度から年4回、四半期ごとに発行）について、文部科学省から編集業務を引き継ぎ、学術システム
研究センターの機能を活用するとともに、サイエンスライターを活用して作成し、発行した。

②ひらめき☆ときめきサイエンス事業
　我が国の将来を担う児童・生徒を対象として、研究者が科学研究費補助金による研究成果を分かりやすく説明
することなどを通じて、学術と日常生活との関わりや学術がもつ意味に対する理解を深める機会を提供する「ひ
らめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を全国各地の123機関で208プログラ
ム（平成20年度は162プログラム）を実施した。

評価の観点 達成度

①研究成果の把握・公表
　（効率性・有効性）

　平成20年度に終了した研究課題の研究実績の概要（紙媒
体）、及び研究期間が終了した研究課題の研究成果報告書を電
子媒体で提出を求めることで研究成果を把握するとともに、国
立情報学研究所に提供することで、同研究所のデータベースで
効率的に公表できるようにした。特に、研究成果報告書につい
ては、従来の国立国会図書館における冊子体での公表からイン
ターネットによる公表に改めたことで容易に閲覧できる環境と
なり、その有効性が高まった。なお、同研究所による公開は平
成22年6月が予定されている。
　このほか、文部科学省から編集業務を引き継いだ「科研費Ｎ
ＥＷＳ」で科研費の最近の研究成果を紹介した。編集に際して
はサイエンスライターを用いることで分かりやすい内容とし
た。なお、「科研費ＮＥＷＳ」については、全国の研究機関や
図書館、教育委員会等に配付するとともに、ホームページでも
公開した。

①研究成果の把握・公表
　（公正性・透明性）

　研究実績の概要及び研究成果報告書については、国立情報学
研究所のデータベースにより広く一般に無料で公開すること
で、透明性を確保し、誰もが容易に情報を入手できることで公
平性を担保している。なお、平成19年度以前の研究実績の概要
は国立情報学研究所のデータベースで、研究成果報告書は国立
国会図書館ホームページの蔵書検索・申込システムで検索が可
能になっている。

Ａ
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（4）指摘事頄に対する見直し状況

　人文・社会科学から自然科学まで様々な分野の研究者などで
構成される委員会において実施方針を決定するとともに、実施
プログラムの選考を行い、委員名簿をホームページで公表する
ことで公正性を確保した。
　また、プログラム終了後は、実施機関から報告を受けて、実
施の様子や内容をホームページに掲載し、多くの小・中学生・
高校生に迅速に公開することで透明性を確保した。

１．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学
研究費補助金）等助成事業】
　①助成を行った研究課題について、大型の課題に対する追跡調査等成果把握の仕組み、成果
    公開・普及の仕組みを平成19年度末までに構築する。

２．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）（略）事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりやす
    い情報発信による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止対
    策の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきであ
    る。

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（頄目別－４）
　　また、平成19年度においては、整理合理化計画に基づき、特別推進事業に係る追跡評価の
  仕組みを構築しており、第二期中期目標期間においても引き続き成果把握・公開・普及に努
  めることが望まれる。

答申・提言等
による

指摘事頄

②ひらめき☆ときめきサイエン
ス事業（有効性）

　様々な分野のプログラムを提供するとともに、プログラムの
実施に当たっては、施設見学や講義に偏ることなく、実際に手
を動かす実験やフィールドワークなどを積極的に組み込んだ内
容とするよう実施機関に依頼し、本事業の目的を十分に達成で
きるようにしている。
　また、平成21年度実施プログラムの中から、よく工夫された
プログラムを11プログラム選考してホームページで公表した
り、事業開始以来5年連続して参加者に好評だったプログラム
の実施研究者を表彰し、参加者にとって魅力のある構成（著名
な研究者の参加、質問コーナー等）とした記念プログラムを実
施した。
　なお、幅広い層に親しまれるロゴマークを作成し、全国の教
育委員会等にパンフレットを配付することで、小・中学生・高
校生を中心とした広報活動を効果的に実施した。
　このほか、学術システム研究センター研究員等がプログラム
を視察し、実施状況を把握するとともに、現場の声を聞くこと
で他のプログラム実施の際に参考にするなど、有効性を高め
た。

②ひらめき☆ときめきサイエン
ス事業（公正性・透明性）

②ひらめき☆ときめきサイエン
ス事業（効率性）

　本事業は初年度（平成17年度）の約6倍の208プログラムを全
国の123機関で実施するに至っており、本事業の趣旨が広く理
解され、多くの研究者に認知されてきている。
　参加者の募集はホームページに設けた申込受付システムによ
り効率的に行い、研究者の自己紹介やプログラムの内容等を分
かりやすく説明するなど、実施機関と連携して、また、プログ
ラムの紹介ポスターフレームを実施機関に配付して、効果的な
募集を行った。
　また、各機関への募集のお知らせは、メーリングリストを利
用するとともに、各種様式等をホームページに掲載・提供し
た。これにより、事務手続きの簡素化・ペーパーレス化を図っ
ている。
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答申・提言等
による

指摘事頄

（5）評価資料

①研究成果の把握・公表
　該当なし
②ひらめき☆ときめきサイエンス事業
　ひらめき☆ときめき サイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ募集要領
　平成21年度実施プログラム一覧
　ひらめき☆ときめきサイエンス事業パンフレット

４．文部科学省独立行政法人評価委員会平成19年度に係る業務の実績に関する評価「研究成果
の社会還元・普及」
　平成17年度から始められた「ひらめき☆ときめき　サイエンス」については、平成19年度
は、78大学112プログラムで着実に実施されている。今後は、本事業の趣旨を広く理解してもら
い、さらに多くの大学等の参加が得られるように努めることが望まれる。

５．文部科学省独立行政法人評価委員会中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（頄目別
－13）
　平成17年度より開始した「ひらめき☆ときめきサイエンス事業」などのように研究成果を研
究者のみならず、社会に対して発信し普及を図っている。着実に参加者が増加しており、今後
の更なる拡充が望まれる。

６．文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（頄目別-
5　研究成果の適切な把握及び社会還元・普及）
　将来を担う児童・生徒に対する、学術への興味と理解を深める機会として有効に機能してお
り、更なる充実が期待される。

見直し状況

１．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学
研究費補助金）等助成事業】
　①特別推進研究については、平成19年度に追跡調査による成果把握の仕組み、成果公開・
　　普及の仕組みを構築した。

２．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）研究成果については、毎年度、研究実績の概要を提出させること並びに研究期間終了後
に研究成果報告書を提出させることにより把握し、国立情報学研究所のデータベース等で公開
することにより普及に努めている。

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（頄目別－４）
　研究成果については、毎年度、研究実績の概要を提出させること並びに研究期間終了後に研
究成果報告書を提出させることにより把握し、国立情報学研究所のデータベース等で公開する
ことにより普及に努めている。

４．文部科学省独立行政法人評価委員会平成19年度に係る業務の実績に関する評価「研究成果
の社会還元・普及」

５．文部科学省独立行政法人評価委員会中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（頄目別
－13）

６．文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（頄目別-
5　研究成果の適切な把握及び社会還元・普及）

　ひらめき☆ときめきサイエンス事業については、平成17年度から開始し、初年度には35プロ
グラムを実施したが、毎年度実施プログラム数を着実に増やしてきており、平成21年度には全
国の123機関で、初年度の約6倍の208プログラムを実施するまでとなっており、本事業の趣旨が
広く理解され、より多くの大学等の参加が得られるようになってきている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(4)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

　

（5）評価資料

１．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）文部科学省が定める方針等のほか、学術システム研究センターの機能を有効に活用しな
    がら制度の改善を図っている。

学術システム研究センター研究員名簿

効率性・有効性

　学術システム研究センターは、人文・社会科学から自然科学
までの様々な研究分野の第一線の教授クラスの研究者で構成さ
れており、特別推進研究及び若手研究の在り方について検討し
たほか、審査結果及びその検証結果のフィードバックの在り
方、時限付き分科細目の取扱い、若手研究（Ｓ）の研究進捗評
価の実施方法、研究計画調書・審査基準の見直し、更なる審査
の充実策、審査委員の負担軽減策などについて、効率的に検討
することができた。その検討に基づく改善内容は、学術研究に
おける様々な特性やニーズを踏まえたもので大変有効なものと
なっている。
　また、文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会研究費
部会が示した「若手研究」及び「基盤研究」の制度改革につい
て、審査業務を行っている立場から意見を取りまとめ、同部会
において報告したことは、科学研究費補助金制度全体にとって
大変有意義なものとなっている。

Ｓ

公正性・透明性

　学術システム研究センターは、人文・社会科学から自然科学
までの様々な研究分野の第一線の教授クラスの研究者で構成さ
れ、研究員の名簿はホームページで公開されており、公正性・
透明性にも配慮している。

１．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）（略）事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりやす
    い情報発信による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止対
    策の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきであ
    る。

(４)　助成の在り方に関する検討

  科学研究費補助金の審査結果について、学術システム研究センターの機能を活用しつつ検証を行い、事業の改
善に反映させる。

　 学術システム研究センターに、科学研究費補助金に関するワーキンググループを設けており、平成21年度に
は、特別推進研究及び若手研究の在り方について検討したほか、審査結果及びその検証結果のフィードバックの
在り方、時限付き分科細目の取扱い、若手研究（Ｓ）の研究進捗評価の実施方法、研究計画調書・審査基準の見
直し、更なる審査の充実策、審査委員の負担軽減策などについて検討を行い、事業の改善に反映させた。
　また、文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会が平成21年7月16日付けで取りまとめた「科
学研究費補助金に関し当面講ずべき措置について（これまでの審議のまとめ）」に示された「若手研究」及び
「基盤研究」の制度改革について、審査業務を行っている立場から当該制度改革の影響等について検証を行うと
ともに、平成21年12月4日開催の同部会において検証結果を報告した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価全体シート（第1-3）

掲載箇所 中期計画 ５頁 年度計画 ５頁 事業報告書 ５５頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　３　研究者の養成

３　研究者の養成
　大学院博士課程（後期）学生や博士の学位を有する者等のうち優れた研究能力を有する若手研究者に一定期間
資金を支給し、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら生活の不安なく研究に専念できる環境を整
備するため、特別研究員事業等を、計画的・継続的に推進する。
　国際舞台で活躍できる世界レベルの研究者を育成するため、研究者個人への海外派遣に加え、組織的な研究者
海外派遣支援を計画的・継続的に推進する。
　男女共同参画社会の形成の一環として、女性研究者の参画を促進するため、審査委員に積極的に女性を登用す
るとともに、出産・育児に配慮した取組を推進する。また、政府の留学生政策等を踏まえ、優れた外国人留学生
に配慮した取組など、我が国の研究者養成に資する効果的な事業の実施を検討し、進める。

（１）選考審査の適切な実施
　各種事業の支援対象者の選考審査は、学術システム研究センターの機能を有効に活用して、以下の体制によ
り、競争環境の中で能力や資質に優れた者を厳正に審査し、採用する。
①　学識経験者により構成される特別研究員等企画委員会の審議により、若手研究者の主体性を重視し、目的や
対象者層に応じた審査方針を整備する。
②　審査の独立性を確保する観点から、我が国の第一線の研究者を審査委員等とする特別研究員等審査会を設置
し、審査方針に基づき、書面審査に加え面接審査を効果的に活用して、選考審査を実施する。
③　審査委員等は、学術システム研究センターからの推薦に基づき、役員等により構成される特別研究員等審査
会委員等選考会において選考する。
④　書面審査及び面接審査に当たって、学術システム研究センターは、支援対象者ごとに専攻分野に応じた適正
な審査委員等を割振る。その際、審査の公平性を確保する観点から、利害関係者を排除する。
⑤　審査の透明性を確保する観点から、審査方針等をホームページ等で公開する。
⑥　審査結果を申請者に適切にフィードバックし、詳細な開示を推進する。
⑦　研究奨励金については、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を防止するため、研究奨励金
の募集要項に、特別研究員として採用された場合に同機構の奨学金を辞退する旨を掲載するとともに、同機構の
協力を得て研究奨励金の採用内定者が奨学金を受給していないかを組織的に確認する。

（２）事業の評価と改善
　各種事業の評価は、学術システム研究センターにおいて、特別研究員等審査会が実施した審査内容等の検証・
分析をもって行う。評価結果については、特別研究員等審査会の審査業務等の改善につなげるとともに、学識経
験者からなる特別研究員等企画委員会において調査審議し、改善内容の検討を行う。
　改善内容については、次年度の募集要項等に適切に反映させるとともに、ホームページ等にも掲載し広く公開
する。

（３）特別研究員事業
　大学院博士課程（後期）学生及び博士の学位を有する者等で優れた研究能力を有し、我が国の大学その他の研
究機関で研究に専念する若手研究者を「特別研究員」として採用し、経歴・年齢等に応じた適切な額の資金（研
究奨励金）を支給する。
　特に優れた研究能力を有する博士の学位を有する者等については、若手研究者の世界レベルでの活躍を期し
て、能力に応じた処遇を確保する。
　また、対象者に応じた多様な採用区分を設け、分野の特性等を踏まえた採用計画を毎年度整備し、幅広い研究
分野における優れた若手研究者を計画的・継続的に採用する。その際、博士課程（後期）学生への支援について
は、第３期科学技術基本計画等に十分配慮した上で、本事業を推進する。
　ただし、特別研究員（２１世紀ＣＯＥプログラム）については、「独立行政法人整理合理化計画」に基づき、
平成２０年度まで支援する。

　海外を含めた多様な研究環境の選択による研究能力の向上を図るため、博士の学位を有する者等については、
採用者のうち博士の学位を取得した所属研究室以外の場で研究する者の割合９０％以上に向けた取組を推進する
とともに、採用期間中における一定期間の海外における研究活動を奨励する。
　また、支援を受けた研究者の研究能力の向上の観点から、各種事業における支給の効果について適切に評価す
る。
　特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門的知識を生かす企業等の職に
就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証するとともに、調査結果をホームページ等で国民に判りやす
い形で公表する。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-3）

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

（４）海外特別研究員事業
　我が国の大学等学術研究機関に所属する常勤の研究者や博士の学位を有する者等の中から優れた若手研究者を
「海外特別研究員」として採用し、海外の特定の大学等研究機関において長期間研究に専念させるため、滞在費
等を支給する。
　その際、第３期科学技術基本計画等における世界レベルの若手研究者養成のための国際研鑽機会の充実に十分
配慮した上で、本事業を推進する。

　海外特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門的知識を生かす企業等の
職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証するとともに、調査結果をホームページ等で国民に判り
やすい形で公表する。

（５）若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム
　我が国の大学が海外の大学等と組織的に連携し、若手研究者が海外において研究活動を行うなど、国際的な研
さん機会を提供する若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムの充実を図る。

（６）日本学術振興会賞
　我が国の優秀な学術の研究者養成に資するため、優れた若手研究者を顕彰する日本学術振興会賞を実施する。

　第１期科学技術基本計画の「ポストドクター等１万人支援計画」、第２期科学技術基本計画の「人材の流動性
の向上」、「若手研究者の自立性の向上」等の施策を踏まえ、我が国の学術研究の将来を担う優れた若手研究者
の養成・確保に資することを目的とした各事業を実施している。
　優れた研究者の養成・確保を推進することの必要性については、引き続き科学技術・学術審議会基本計画特別
委員会「第3期科学技術基本計画の重要施策－知の大競争時代を先導する科学技術戦略－（中間とりまとめ）」
や総合科学技術会議「『科学技術に関する基本施策について』に対する答申」、第３期科学技術基本計画「人材
の育成、確保、活躍の促進」においても指摘されているところである。

３　研究者の養成
（１）全般的な取組み（p.62-65）
（２）選考審査の適切な実施（p.66-67）
（３）事業の評価と改善（p.68-69）
（４）特別研究員事業（p.70-73）
（５）海外特別研究員事業（p.74-75）
（６）若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（p.76-77）
（７）日本学術振興会賞（p.78-79）
（８）若手研究者の自立的研究環境促進プログラム（p.80-81）

　研究者の養成に係る事業については、特別研究員等企画委員会や、学術システム研究センターに設置した作業
部会等による検討を踏まえて、「研究者養成」の観点に立った、それぞれのプログラムに適した適切な選考シス
テムを構築し、選考審査を実施している。
　事業実施については、申請、審査、採用者の管理等の電算化により、効率的に行っている。
　男女共同参画社会の形成の一環として、女性研究者の参画を促進するため、特別研究員等審査会の委員等の選
考については、適任者を選考することを前提としながら、女性研究者の登用に配慮しながら行った。
　独立性が確保された特別研究員等審査会は、委員47名、専門委員約2,000名で構成され、書面審査、合議審
査、面接審査を経て内定者を選考している。
　審査方針、選考方法等については、募集要頄、ホームページ等で公開し、透明性を確保している。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-3）

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：研究者の養成】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

17,153,340 18,132,223
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

　研究者の養成については、科学技術基本計画の第１期から第３期を通じて、その必要性・重
要性が謳われている。その実施に際しては、目的や対象者層に応じた制度設計、公正性・透明
性のある選考、円滑な資金の交付の三つが重要なことと考えられる。
　平成21年度においては、特別研究員等企画委員会や、学術システム研究センターに設置した
作業部会において、研究者養成事業の制度／運用や審査方法の検証及び見直しを行い、審査関
係情報の更なる開示や申請書の改定等の改善を行った。また、5,700人を超える特別研究員や海
外特別研究員に支給する資金を尐人数の職員によって円滑に支給した。
　若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムについては、日本人若手研究者
に海外での研鑽の機会を付与する事業として重点的に取り組んでいるところであり、その期待
も大きい。平成21年度においては、新規10課題を含む30課題に拡大して支援を実施し、円滑に
資金を交付した。採択30課題において、延べ260人の若手研究者が海外に派遣された。
　日本学術振興会賞については、人文・社会科学から自然科学の全分野を対象に創造性の豊か
で優れた研究を進めている若手研究者を見いだし、早い段階に顕彰することによって研究意欲
を向上させることを目的とした、これまでに例のない振興会独自の取組である。平成21年度に
おいては、著名な研究者で構成される審査会を開催し、25名の受賞者を決定した。また、授賞
式についても、秋篠宮同妃両殿下のご臨席を得て、円滑に実施した。
　出産・育児による研究中断者の復帰を支援する特別研究員(RPD)について、採用期間を2年間
から3年間に延長し支援を強化することとし、平成23年度採用分募集要頄から改定するなど、研
究分野における男女共同参画の推進に積極的に取り組んだ。
　引き続き、研究者の養成事業を着実に実施することとしたい。

Ｓ

　事業の評価・改善についても、特別研究員等企画委員会や、学術システム研究センターの作業部会において、
検証、評価を行ったうえで、改善等の検討を行っている。
　特別研究員事業、海外特別研究員事業については、合計2,500人以上を平成21年度に新規に採用した。また、
平成22年度採用分については、両事業合わせて11,000人を超える申請を受付け、審査を経て、2,800人余りの内
定者を選考した。さらに、平成21年度中に、5,700人余りに対し、円滑に研究奨励金、滞在費等を支給した。
　研究分野における男女共同参画を推進する取り組みとして、特別研究員及び海外特別研究員について、出産・
育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いを希望者に対して行った。（特別研究員：60人。海外特別研究員：4
人）また、特別研究員については、中断中も短時間の研究を行うことで、中断後の研究の再開が円滑に図られる
よう、中断期間中に研究奨励金の半額を支給する研究再開準備支援の取扱いを希望者について併せて行った。
（28人）
　若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムについては、平成19年度、20年度、21年度採択分
の計30課題について、事業計画書に基づき円滑に資金を支給し、大学における若手研究者の派遣に資した。必要
に応じ振興会職員がアドバイス等を行った。19年度採択分については、国際事業委員会において、①事業の実施
状況、②若手研究者の養成、③海外パートナー機関との連携、その他今後の展望という観点から中間評価を行
い、評価結果は振興会ホームページで公開した。
　日本学術振興会賞については、平成21年度受賞者について、日本学術振興会賞審査会において、審査方針に基
づき選考を行い、受賞者を決定した。（候補者数364人、受賞者数25人）また、授賞式を滞りなく開催した。
　若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラムについては、選考委員会委員の推薦等、適切な審査が行われ
る様に協力した。
　天皇陛下から拝受した御下賜金を資として、大学院博士後期課程学生を顕彰する事業（日本学術振興会　育志
賞）を創設するための検討に着手した。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-3）

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ｓ Ｓ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

  研究者の養成に係る全ての事業については、本年度も特別研究員等企画委員会や学術システ
ム研究センターに設置した作業部会において、制度や審査方法の点検・見直しが行われ、審査
情報の更なる開示や申請書の改善が着実に進められている。特別研究員等審査会については、
女性委員の登用に配慮しつつ、外部から多数の審査委員の参画を得て、審査の公平性が極めて
高く保たれている。また、審査方針や選考方法等が募集要頄、ホームページなどで公開され、
透明性の確保も図られている。さらに、5,700人を超える特別研究員や海外特別研究員に対する
資金供給など、各種補助金の支給も円滑に行われている。
  出産・育児による中断の後、研究に戻ることができる特別研究員制度（ＲＰＤ）が、優れた
女性研究者に研究への道を、再度切り開いたことの効果と反響は予想以上に大きい。研究成果
をあげて職を得るには、期間が２年では短すぎたことから、極めて迅速な決断をもって３年に
延長されたことは、制度実施体制における優れた柔軟性として評価できる。この改善により、
ＲＰＤの研究成果により就職することができるなど、ＲＰＤの効果が一段と上ることを期待し
たい。
　若手研究者の海外派遣は総体として見れば進んでおり、高く評価できる。大学が組織的に海
外の大学と連携して、若手研究者が海外の大学で研究を行うなどの機会を提供するインターナ
ショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ）は大学院教育の国際化にも大きく寄与するこ
とから、ダブルディグリーやジョイントディグリーへとつなげていける基盤としても、重要な
事業である。大学院教育は研究行為と密接に結びついていることから、学位取得における、Ｉ
ＴＰの効果も、事業評価の一つの軸にすることが望ましい。
　加えて、日本学術振興会賞についても、絶えず質的向上を目指した改善が図られている。
　以上、全ての事業が中期計画に則って、公正性・透明性を確保しつつ、限られた数の職員に
よって迅速かつ効率的に実施されており、事業の目的が期待される以上に達成されている。今
後、本中期目標期間内に、これまでに各事業を通じて支援した若手研究者の追跡調査を行い、
各事業の効果性について検証することを期待する。

Ｓ

　中期計画を踏まえ、特別研究員事業、海外特別研究員事業等を、計画的・継続的に推進している。
　「選考審査の適切な実施」について、学術システム研究センターの機能を有効に活用し、厳正に審査を行っ
た。
　「事業の評価と改善」について、学術システム研究センターによる審査内容等の検証・分析を行い、審査業務
等の改善につなげ、また、改善内容等を広く公開した。
　「特別研究員事業」について、優れた研究能力を有する大学院博士課程在学者や博士の学位を持つ者等を特別
研究員に採用し、研究奨励金を支給した。博士の学位を持つ者等のうち、特に優れた者については、特別研究員
（SPD）として、その能力に応じた処遇で採用した。
　また、対象者に応じた採用区分を設け、分野の特性等を踏まえた採用計画を立て、幅広い分野における優れた
若手研究者を計画的・継続的に採用した。特に博士課程在学者については、第3期科学技術基本計画等を踏ま
え、採用者数の拡充を図った。
　博士の学位を持つ者等については、採用者のうち博士の学位を取得した所属研究室以外の場で研究する者の割
合が90％を超えた。また、採用期間中に海外での研究を奨励するため、募集要頄、諸手続きの手引で周知した。
　特別研究員の採用期間終了後の進路状況調査を行った。
　「海外特別研究員事業」について、常勤研究者や博士の学位を有する者等の中から優れた若手研究者を海外特
別研究員に採用し、滞在費等を支給した。
　海外特別研究員の採用期間終了後の進路状況調査について、その調査方法等の検討を行った。
　「若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム」について、平成21年度において、新規10課題
を含む30課題に拡大して支援した。
　「日本学術振興会賞」について、優れた若手研究者を選考・顕彰し、授賞式を開催した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(1)）

（1）年度計画

　

（2）業務実績

(１)　全般的な取組み

　大学院博士課程（後期）学生や博士の学位を有する者等のうち優れた研究能力を有する若手研究者に資金を支
給し、支援する特別研究員事業等を以下のとおり推進する。

・新規支援対象者を採用する。
・支援対象者に対し、円滑に資金を支給する。
・特別研究員及び海外特別研究員の出産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いを実施する。また、出産育児
による中断中も短時間の研究を行うことで、中断後の研究の再開が円滑に図れるよう、中断期間中に研究奨励金
の半額を支給する取扱を実施する。
・大学院博士課程在籍者に対する支援については、優れた研究能力を有する外国人留学生についても、引き続き
採用する。
・振興会の研究者養成事業について周知するため、各大学等の要望に基づき、説明会を開催する。

　大学院博士課程（後期）在学者や博士の学位を有する者等のうち優れた研究能力を有する若手研究者に資金を
支給し、支援する特別研究員事業等を以下のとおり実施した。

① 平成21年度に新規採用の特別研究員（2,438人）、海外特別研究員（130人）について、その資格を確認のう
え採用した。また、平成22年度採用分の特別研究員、海外特別研究員について、特別研究員等審査会において、
審査方針に基づき、書面審査、合議審査及び面接審査により選考を行い、採用内定者を決定した。（特別研究
員：申請数10,470人、内定数2,737人、内定率26.1％。海外特別研究員：申請数739人、内定数152人、内定率
20.6％）

② 採用中の特別研究員（5,449人）、海外特別研究員（310人）に対し、円滑に研究奨励金、滞在費等を支給し
た。

③ 研究分野における男女共同参画を推進する取り組みとして、特別研究員及び海外特別研究員について、出
産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いを希望者に対して行った。（特別研究員：60人。海外特別研究員：
4人）また、特別研究員については、中断中も短時間の研究を行うことで、中断後の研究の再開が円滑に図られ
るよう、中断期間中に研究奨励金の半額を支給する研究再開準備支援の取扱いを希望者について併せて行った。
（28人）

④ 大学院博士課程在学者に対する支援については、優れた研究能力を有する外国人留学生について、引き続き
採用した。（平成21年度新規採用：61人）

⑤ 振興会の研究者養成事業について周知するため、要望のあった大学に出向き、説明会を行った。（5回）

⑥ 若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムについては、平成19年度、20年度、21年度採択
採用分の計30課題について、事業計画書に基づき円滑に資金を支給し、大学における若手研究者の派遣に資し
た。必要に応じ振興会職員がアドバイス等を行った。
　19年度採択分については、国際事業委員会において、①事業の実施状況、②若手研究者の養成、③海外パート
ナー機関との連携、その他今後の展望という観点から中間評価を行い、評価結果は振興会ホームページで公開し
た。

⑦ 日本学術振興会賞については、平成21年度受賞者について、日本学術振興会賞審査会において審査方針に基
づき選考を行い、受賞者を決定した。（候補者数364人、受賞者数25人）また、授賞式を滞りなく開催した。

⑧ 男女共同参画社会の形成の一環として、女性研究者の参画を促進するため、特別研究員等審査会の委員等の
選考については、適任者を選考することを前提としながら、女性研究者の登用に配慮しながら行った。

⑨　天皇陛下から拝受した御下賜金を資として、大学院博士後期課程学生を顕彰する事業（日本学術振興会　育
志賞）を創設するための検討に着手した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(1)）
　

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

効率的な業務の実施

　特別研究員及び海外特別研究員事業への1万1千件を超える申
請の選考・審査業務及び5千人を超える支援対象者への資金支
給業務を適切かつ効率的に実施した。
　特別研究員等企画委員会及び学術システム研究センター等に
おける検討や支援対象者からの意見等を踏まえ、政府の施策動
向や研究現場からの要請を反映した各事業の見直しを継続的に
行った。
　申請者の利便性の向上を図るため、電子申請システムの導入
にも積極的に取り組んでおり、特別研究員及び特別研究員－Ｒ
ＰＤにおいて実施している。

事業の有効性と支援対象者養成
の成果

　特別研究員及び海外特別研究員事業は、我が国の研究者養成
の中核を担う制度である。
　特別研究員については、科学技術・学術審議会人材委員会第
二次提言においても、「特定の研究分野に限らず幅広い研究分
野にわたって優れた若手研究者を確保できる点に特徴があり、
優れた若手研究者の重要なキャリア・パスの一つとして定着し
ている。」と、高い評価を受けている。
　海外特別研究員についても、総合科学技術会議の見解の中
で、「国際的に活躍できる研究者の要請・確保の観点から、若
い時代から海外の研究活動の機会を与えることは重要であり、
着実に推進すべきである。」とされている。
　特別研究員(DC、PD、SPD)や海外特別研究員の経験者から、
第1～6回日本学術振興会賞受賞者146名のうち計75名が出てお
り、特に優秀な研究者の養成に寄与していると言える。

Ｓ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(1)）

審査の公正性・透明性および不
正行為の適切な防止対策

　我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審
査会（委員47名、専門委員約2,000名）を設け、人材養成の趣
旨を踏まえ、専門的見地から書面審査、合議審査及び面接審査
により選考を行っている。審査に当たっては、研究分野に応じ
て8つの部会を設け、各分野の専門家の意見を反映出来る審査
体制を構築している。
　審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選考に
ついては、学術システム研究センターが審査員候補者データ
ベース等を活用して、各分野の申請状況、候補者の所属機関の
バランス及び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に行ってい
る。また、書面審査、面接審査における利害関係者の取扱いに
ついても厳格を期している。
　なお、特別研究員等企画委員会の意見や学術システム研究セ
ンターに設置された作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、
面接の各段階での審査方法の見直し等を図ることにより、公正
で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り組んでい
る。
　選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員
等審査会における各審査頄目の評価及び当該領域におけるおお
よその項位を通知している。
　各事業の募集要頄、申請書、審査方針、申請・採用状況及び
特別研究員等審査会委員の氏名・所属等について、振興会ホー
ムページを通じて、広く一般に公開している。
　研究上の不正行為、研究費の不正使用の防止について注意を
促すため、そのような行為に対して厳正に対処する旨を明確に
し、募集要頄、手引等に記載するとともに、そのような行為を
行わないという誓約書を採用者から提出させている。

男女共同参画の推進

　特別研究員事業及び海外特別研究員事業については、希望者
（男女問わず）に対し、出産・育児に伴う採用の中断及び延長
の取扱いを実施している。さらに特別研究員については、その
採用中断中も短時間の研究を継続し、研究奨励金の半額を受け
ることにより、中断後の研究の本格的再開が円滑に図られるよ
う支援するための「研究再開準備支援」の取扱いも実施してい
る。
　また、政府の方針や研究者コミュニティからの要請を踏ま
え、出産・育児による研究中断者（男女問わず）の復帰を支援
するためのフェローシップである特別研究員(RPD)を平成18年
度から実施している。特別研究員(RPD)については、男女共同
参画学協会連絡会や採用者からの採用期間延長の要望に応え、
復帰支援の更なる円滑化を図るため、採用期間を2年間から3年
間に延長することとし、平成23年度採用分の募集要頄から改定
した。
　これらにより、研究分野における男女共同参画の推進に寄与
するため積極的に取り組んでいる。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(1)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

科学技術基本計画（第１期）、科学技術基本計画（第２期）、科学技術・学術審議会人材委員会第二次提言「国
際競争力向上のための人材の養成・確保を目指して」（平成15年6月）、科学技術・学術審議会基本計画特別委
員会「第3期科学技術基本計画の重要施策－知の大競争時代を先導する科学技術戦略－（中間とりまとめ）」
（平成17年3月）、総合科学技術会議「『科学技術に関する基本施策について』に対する答申」（平成17年12
月）、科学技術基本計画（第３期）、平成22年度特別研究員募集要頄、平成23年度特別研究員募集要頄、平成22
年度特別研究員-RPD募集要頄、平成23年度特別研究員-RPD募集要頄、平成22年度海外特別研究員募集要頄、平成
23年度海外特別研究員募集要頄、特別研究員等企画委員会委員一覧、特別研究員等審査会委員等の候補者の選考
及び委嘱に関する要頄、特別研究員等審査会委員一覧、第6回（平成21年度）日本学術振興会賞推薦要頄、特別
研究員遵守事頄および諸手続の手引、誓約書（特別研究員）、海外特別研究員遵守事頄および諸手続の手引、誓
約書（海外特別研究員）

該当なし

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(２)　選考審査の適切な実施

①学識経験者により構成される「特別研究員等企画委員会」を開催し、若手研究者の主体性を重視しつつ、目的
や対象者層に応じた審査方針の検討を行う。

②新規支援対象者について、審査の独立性を確保する観点から、我が国の第一線の研究者を審査委員とする「特
別研究員等審査会」を設置し、審査方針に基づき、書面審査に加え面接審査を効果的に活用して選考審査を実施
し、内定する。

③引き続き公平で公正な審査体制を維持するため、書面審査の基準及び評価方法の書面審査員への周知、面接終
了後の合議審査により、精度の高い選考、評価を実施する。

④審査会委員、書面専門委員、面接専門委員の役割を明確化し、それらの役割に応じた適切な委員・専門委員を
学術システム研究センターが候補者データベースを活用して作成した候補者名簿案に基づき、「特別研究員等審
査会委員等選考会」において選考する。その際、積極的に女性を登用する。

⑤改定された特別研究員の申請資格について、適切な経過措置を講ずるとともに、説明会等を開催し、周知に努
める。

⑥審査の透明性を確保する観点から審査方針等をホームページ等で公開するとともに、不採択者に対し、その評
価結果を通知する。

⑦特別研究員に対する研究奨励金については、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を防止する
ため、採用内定者情報を同機構に提供し重複チェック等を行う。

①　特別研究員等の選考については、学識経験者等により構成される「特別研究員等企画委員会」や学術システ
ム研究センターに設置した作業部会において、若手研究者の主体性を重視しつつ、目的や対象者層に応じた審査
方針であることの確認がなされた。

②　平成22年度採用分の特別研究員、海外特別研究員の選考については、審査の独立性を確保する観点から、我
が国の第一線の研究者を審査委員とする「特別研究員等審査会」を3回（計7日間）開催し、審査方針に基づき、
書面審査、合議審査及び面接審査を行い、内定者を選定した。

③　公平で公正な審査体制を維持するため、書面審査員に対して、審査の手引等を作成して、書面審査の基準及
び評価の方法等の周知に努めた。また、面接終了後に審査員がディスカッションする時間を取ることにより、精
度の高い選考、評価を実施した。

④　特別研究員等審査会の委員、専門委員（書面担当）、専門委員（面接担当）の役割を明確化し、それらの役
割に応じた適切な委員・専門委員を学術システム研究センターの研究員が、審査員候補者データベースを活用し
て候補者名簿案を作成し、それに基づき「特別研究員等審査会委員等選考会」において、特別研究員等審査会の
委員・専門委員を選考した。なお、選考の過程においては、適切な人材を選定することを前提としながら、女性
研究者の登用にも配慮した。

⑤　平成23年度採用分の募集要頄を作成、公表するとともに、申請書作成に当たっての注意点を広く周知するた
め、各機関の事務担当者を集めて、特別研究員の募集に関する説明会を平成22年2月23日に開催した。

⑥　審査の透明性を確保する観点から、審査方針や審査の方法、書面審査セット等を振興会のホームページ上で
公開した。また、審査結果について、個別審査頄目の評価、総合評価のＴスコアや不採用者の中のおおよその項
位について、書面審査で不採用となった申請者本人に開示した。なお、採用者については、振興会のホームペー
ジ上で氏名等を公開している。

⑦　特別研究員に支給する研究奨励金については、「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃
に関する勧告の方向性」における指摘事頄を踏まえた見直し案 (平成18年12月15日文部科学省)に基づき、独立
行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を防止するため、平成19年度に整えた同機構とのチェック体制
に従い、平成20年度から採用内定者情報を同機構に提供し重複チェックを行っており、平成21年度においても
チェックを行った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(2)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

審査の公正性・透明性

　我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審
査会（委員47名、専門委員約2,000名）を設け、人材養成の趣
旨・目的を踏まえ、専門的見地から書面審査、合議審査及び面
接審査により選考を行っている。審査に当たっては、研究分野
に応じて8つの部会を設け、各分野の専門家の意見を反映出来
る審査体制を構築している。
　審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選考に
ついては、学術システム研究センターが作成した審査員候補者
データベース等を活用して、各分野の申請状況、候補者の所属
機関のバランス及び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に
行っている。また、書面審査、面接審査における利害関係者の
取扱いについても厳格を期している。
　なお、特別研究員等企画委員会の意見や学術システム研究セ
ンターに設置された作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、
面接の各段階での審査方法の見直し等を図ることにより、公正
で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り組んでい
る。
　選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員
等審査会における各審査頄目の評価及び当該領域におけるおお
よその項位を通知している。なお、採用者については、振興会
のホームページ上で氏名等を公開している。
　各事業の募集要頄、申請書、審査方針、申請・採用状況、採
用者一覧及び特別研究員等審査会委員の氏名・所属等につい
て、振興会ホームページを通じて、広く一般に公開している。

「「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」におけ
る指摘事頄を踏まえた見直し案　第１－２　特別研究員事業等の重点化等」
　特別研究員に対する研究奨励金については、独立行政法人日本学生機構の奨学金との重複受
給を組織的に防止する仕組みを構築する（平成19年度）。

　独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を防止するため、平成19年度に整えた
同機構とのチェック体制に従い、平成20年度から採用内定者情報を同機構に提供し重複チェッ
クを行っている。

　平成22年度特別研究員募集要頄、平成23年度特別研究員募集要頄、平成22年度特別研究員-RPD募集要頄、平成
23年度特別研究員-RPD募集要頄、平成22年度海外特別研究員募集要頄、平成23年度海外特別研究員募集要頄、特
別研究員等企画委員会委員一覧、特別研究員等審査会委員等の候補者の選考及び委嘱に関する要頄、特別研究員
等審査会委員一覧

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ
公正性・透明性の高い審査体制
の整備

　特別研究員等企画委員会の意見や学術システム研究センター
に設置された作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、面接の
各段階での審査方法の見直し等を図ることにより、公正で透明
性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り組んでいる。
　選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員
等審査会における各審査頄目の評価及び当該領域におけるおお
よその項位を通知している。
　各事業の募集要頄、申請書、審査方針、申請・採用状況及び
特別研究員等審査会委員の氏名・所属等について、振興会ホー
ムページを通じて、広く一般に公開している。

(３)　事業の評価と改善

　特別研究員等審査会が実施した審査内容等について、学術システム研究センターにおいて分析・検証を行い、
審査業務に改善すべき点が生じた場合は、改善につなげるとともに「特別研究員等企画委員会」において検討を
行う。
　高水準の待遇で採用した者（特別研究員-SPD）については、学術システム研究センターの機能を活用して、選
考審査から支援終了後のフォローアップに至る一貫性のある評価体制のもと、支給の効果について評価し、その
結果を本人に通知する。
　改善事頄については、十分な周知期間、経過措置を講じた上で、募集要頄等に反映させ、ホームページへの掲
載、説明会の開催等を行い、広く周知する。

　特別研究員等審査会が実施した審査内容等について、学術システム研究センターの研究員が分析・検証を行っ
た。また、書面審査員が、より適切な審査コメントを記載するための参考になるように、書面合議審査に貢献す
る模範的な審査コメントの例を書面審査の手引に掲載し、さらに、書面合議審査に貢献する模範的な審査コメン
トを残した審査員を表彰するため、候補者の選考を行った。
　また、平成19年度に行った、平成20年度採用分特別研究員の審査内容等の分析・検証の結果に基づく、学術シ
ステム研究センターに設置した作業部会の検討結果を踏まえて、平成22年度採用分の特別研究員の募集から、総
合・複合新領域の一部の分科については、領域個別の審査ではなく、領域横断型の審査セットを組んでの書面審
査、及び、全領域の審査セットの公募時の公開を行った。
　特別研究員－ＰＤの研究室移動が、採否の重要な判断基準になり、実質的な研究室移動が求められていること
についての周知を徹底するため、従来の振興会のホームページ上での公開に加え、募集要頄に説明文書を添付す
るとともに、特別研究員の募集に関する説明会で周知を図った。また、実質的な研究室移動であるかの確認の一
つとして、申請書に「受入研究室の選定理由」欄を設けた。
　特別研究員－ＳＰＤについては、学術システム研究センターにおいて、中間評価（１年目終了後：研究発表会
を開催し、評価を担当するセンター研究員との質疑応答を踏まえて研究状況等を検証、2年目終了後：ＳＰＤ本
人の自己評価及び受入研究者が作成した評価書を基に研究状況等を検証）、事後評価(採用終了後：ＳＰＤ本人
の自己評価及び受入研究者が作成した評価書を基に採用期間全体の研究状況等を検証）を行い、その評価結果に
ついて、本人に対して通知した。
　特別研究員－ＲＰＤについて、男女共同参画学協会連絡会や採用者からの採用期間延長の要望に応え、復帰支
援の更なる円滑化を図るため、採用期間を2年間から3年間に延長することとし、平成23年度採用分の募集要頄か
ら改定した。
　海外特別研究員事業については、学術システム研究センターに設置した作業部会における検討を経て、新たに
海外へ渡航する者や新たな研究課題に挑戦する者を優先して採用できるように審査方針を変更し、募集要頄を改
定した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(3)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

　平成22年度特別研究員募集要頄、平成23年度特別研究員募集要頄、平成22年度特別研究員-RPD募集要頄、平成
23年度特別研究員-RPD募集要頄、平成22年度海外特別研究員募集要頄、平成23年度海外特別研究員募集要頄、特
別研究員等企画委員会委員一覧、特別研究員(SPD)の評価に関する取扱いについて（平成16年2月18日理事長裁
定）

答申・提言等
による
指摘事頄

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
（ロ）若手研究者支援の充実のため特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者へ
の支援の効果の適切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（全
体）」
（ハ）若手研究者支援の観点から、特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者へ
の支援の効果の適切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
②（ロ）研究者支援事業については、今後も効果的な事業の実施に努めるべきであるが、研究
者の育成に関しては、各種の事業を通じて支援した若手研究者の追跡調査を行うなど、事業の
成果を検証することが課題。（頄目別－P7参照）
③（ロ）研究者支援の充実のため、特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、若手研究
者への支援の効果を調査・検証し、その結果をホームページ等で公表するべき。（頄目別－P7
参照）

見直し状況

　特別研究員事業の制度改善等については、大学等研究機関の長やその経験者等で構成される
特別研究員等企画委員会の俯瞰的な意見や、現職の大学教授等で構成される学術システム研究
センターに設置された作業部会での研究現場の視点に立った検討に基づき、実施されていると
ころである。また、特別研究員－ＤＣについては、第３期科学技術基本計画に沿った拡充を
行っている。

　平成21年度においては、採用期間終了後の就職状況等の調査をより充実させるための方法等
の検討を行った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(4)）

（1）年度計画

(４)　特別研究員事業

　我が国の大学等の研究機関で研究に専念する優れた若手研究者を支援する特別研究員事業を円滑に実施する。
また、子育て支援や学術研究分野における男女共同参画を推進する観点も踏まえ、出産育児により研究を中断し
た、優れた若手研究者が円滑に研究現場に復帰するための支援を行う特別研究員-RPDを引き続き実施する。

①平成２１年度支援対象者に係ること
（ⅰ）　特別研究員-DC
　我が国の将来を担う創造性に富んだ研究者を養成・確保するため、採用した特別研究員-DCに対し研究奨励金
を支給する。
（ⅱ）　特別研究員-PD
　我が国の将来を担う創造性に富んだ研究者を養成・確保するため、採用した特別研究員-PDに対し研究奨励金
を支給する。
（ⅲ）　特別研究員-SPD
　世界最高水準の研究能力を有する若手研究者を養成・確保するため、高水準の待遇で採用した特別研究員-SPD
に対し研究奨励金を支給する。
（ⅳ）　特別研究員-RPD
　出産・育児により研究を中断した優れた若手研究者の研究現場復帰を支援するため、採用した特別研究員-RPD
に対し研究奨励金を支給する。
（ⅴ）　特別研究員（グローバルＣＯＥ）
　「グローバルＣＯＥプログラム」に選定された拠点において採用された特別研究員（グローバルＣＯＥ）に対
し研究奨励金を支給する。

②平成２２年度新規採用に係ること
　平成２２年度採用分特別研究員-DC1、DC2、PD及びRPDの公募に際し、更なる申請者の利便性向上を目的とし
て、電子的に申請書類を受け付けるシステムの改善を検討する。
選考審査等に当たっては、特に以下の点に留意する。
（ⅰ）　特別研究員-PD
　選考審査に当たって、研究者の流動性向上のため、研究の場を大学院在学当時の所属研究室と同一研究室とす
る者についてはその正当性を厳しく審査する。
　採用期間中に海外の研究機関等において研究活動を積極的に行うことを「募集要項」、「諸手続きの手引き」
に記載することにより奨励する。
（ⅱ）　特別研究員-SPD
　特に優れた者を採用するため、特別研究員-PDの書面審査合格者の中から優秀な者を採用する。
　採用期間中に海外の研究機関等において研究活動を積極的に行うことを「募集要項」、「諸手続きの手引き」
に記載することにより奨励する。

③平成２０年度以前の支援対象者に係ること
　特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門的知識を生かす企業等の職に
就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証するとともに、調査結果をホームページ上で国民に分りやす
い形で公表する。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(4)）

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率的な業務の実施

　特別研究員事業への1万件を超える申請の選考・審査業務及
び5千人を超える支援対象者への資金支給業務を適切かつ効率
的に実施した。
　特別研究員等企画委員会及び学術システム研究センター等に
おける検討や支援対象者からの意見等を踏まえ、政府の施策動
向や研究現場からの要請を反映した各事業の見直しを継続的に
行った。
　申請者の利便性の向上を図るため、電子申請システムの導入
にも積極的に取り組んでおり、特別研究員及び特別研究員－Ｒ
ＰＤにおいて実施している。

事業の有効性と支援対象者養成
の成果

　特別研究員事業は、我が国の研究者養成の中核を担う制度で
ある。
　特別研究員については、科学技術・学術審議会人材委員会第
二次提言においても、「特定の研究分野に限らず幅広い研究分
野にわたって優れた若手研究者を確保できる点に特徴があり、
優れた若手研究者の重要なキャリア・パスの一つとして定着し
ている。」と、高い評価を受けている。
　特別研究員(PD)は、採用期間終了後5年経過後調査では、
84.7％が「常勤の研究職」に就いている。
　特別研究員(DC、PD、SPD)や海外特別研究員の経験者から、
第1～6回日本学術振興会賞受賞者146名のうち計75名が出てお
り、特に優秀な研究者の養成に寄与している。

① 平成21年度の支援対象の特別研究員に対して、円滑に研究奨励金を支給した。また、希望者に対して、出
産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いの手続きを行った。

② 平成22年度採用の特別研究員（ＤＣ、ＰＤ、ＳＰＤ、ＲＰＤ）について、電子申請システムを用いて申請を
受け付け、特別研究員等審査会において、審査方針に基づき、書面審査、合議審査及び面接審査による選考を行
い、採用内定者を決定した。
　特にＰＤの選考に際しては、研究者の流動性向上のため、採用後の所属研究室が博士課程在学時の研究室から
移動していることの確認を慎重に行うように審査員に周知した。
　採用期間中の海外渡航の奨励を募集要頄、諸手続の手引に記載した。
　平成23年度採用分の特別研究員募集要頄の公表を例年の3月上旪から2月中旪に早めた。

③ 特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を行った。進路状況調査の結果については、ホームページで公表
している。

　特別研究員事業については、「「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方
向性について」における指摘事頄を踏まえた見直し案」（平成18年12月15日文部科学省）及び「独立行政法人整
理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）において、特別研究員事業の対象を大学院博士課程在学者（Ｄ
Ｃ）の支援に重点化すること、及び、特別研究員（21世紀ＣＯＥプログラム）を項次廃止し、より重点化した拠
点への支援に重点化することが、指摘されている。これらの指摘に対応して振興会では、ＤＣの新規採用数の拡
充を図り、また、特別研究員（21世紀ＣＯＥプログラム）への支援を平成20年度限りで終了し、特別研究員（グ
ローバルＣＯＥ）の支援に重点化を図った。なお、ＤＣの拡充については、第3期科学技術基本計画に謳われて
いる「博士課程在学者への経済的支援の拡充」にも対応している。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(4)）

若手研究者に対する海外渡航奨
励策の実施

　特別研究員(PD)については、採用期間中に海外において研究
することを、募集要頄や手引に記載することにより、奨励して
いる。
　平成21年度末で採用期間が終了する予定であった者のうち、
3割以上（41.9％）の者が一ヶ月以上海外渡航した。

男女共同参画の推進

　希望者（男女問わず）に対し、出産・育児に伴う採用の中断
及び延長の取扱いを実施している。その採用中断中も短時間の
研究を継続し、研究奨励金の半額を受けることにより、中断後
の研究の本格的再開が円滑に図られるよう支援するための「研
究再開準備支援」の取扱いも実施している。
　また、政府の方針や研究者コミュニティからの要請を踏ま
え、出産・育児による研究中断者（男女問わず）の復帰を支援
するためのフェローシップである特別研究員(RPD)を平成18年
度から実施している。特別研究員(RPD)については、男女共同
参画学協会連絡会や採用者からの採用期間延長の要望に応え、
復帰支援の更なる円滑化を図るため、採用期間を2年間から3年
間に延長することとし、平成23年度採用分の募集要頄から改定
した。
　これらにより、研究分野における男女共同参画の推進に寄与
するため積極的に取り組んでいる。

審査の公正性・透明性および不
正行為の適切な防止対策

　我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審
査会（委員47名、専門委員約2,000名）を設け、人材養成の趣
旨を踏まえ、専門的見地から書面審査、合議審査及び面接審査
により選考を行っている。審査に当たっては、研究分野に応じ
て8つの部会を設け、各分野の専門家の意見を反映出来る審査
体制を構築している。
　審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選考に
ついては、学術システム研究センターが作成する審査員候補者
データベース等を活用して、各分野の申請状況、候補者の所属
機関のバランス及び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に
行っている。また、書面審査、面接審査における利害関係者の
取扱いについても厳格を期している。
　なお、特別研究員等企画委員会の意見や学術システム研究セ
ンターに設置された作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、
面接の各段階での審査方法の見直し等を図ることにより、公正
で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り組んでい
る。
　選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員
等審査会における各審査頄目の評価及び当該領域におけるおお
よその項位を通知している。なお、採用者については、振興会
のホームページ上で氏名等を公開している。
　各事業の募集要頄、申請書、審査方針、申請・採用状況、採
用者一覧及び特別研究員等審査会委員の氏名・所属等につい
て、振興会ホームページを通じて、広く一般に公開している。
　研究上の不正行為、研究費の不正使用の防止について注意を
促すため、そのような行為に対して厳正に対処する旨を明確に
し、募集要頄、手引等に記載するとともに、そのような行為を
行わないという誓約書を採用者から提出させている。

Ｓ

研究者の流動性を向上させる仕
組みの構築

　特別研究員(PD)に対し、原則として、出身研究室以外の場
で、研究に従事することを申請資格としている。これにより、
平成21年度新規採用者のうち、博士の学位を取得した所属研究
室以外の場で研究する者の割合は9割以上（95.2％）となっている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(4)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

見直し状況

　ＤＣの採用数の拡充（平成19年度から平成20年度370人増、平成20年度から平成21年度510人
増）を図り、また、特別研究員（21世紀ＣＯＥプログラム）への支援を平成20年度限りで終了
し、特別研究員（グローバルＣＯＥ）の支援に重点化を図った。なお、ＤＣの拡充について
は、第3期科学技術基本計画に謳われている「博士課程在学者への経済的支援の拡充」にも対応
している。

　特別研究員事業の制度改善等については、大学等研究機関の長やその経験者等で構成される
特別研究員等企画委員会の俯瞰的な意見や、現職の大学教授等で構成される学術システム研究
センターに設置された作業部会での研究現場の視点に立った検討に基づき、実施されていると
ころである。また、特別研究員－ＤＣについては、第３期科学技術基本計画に沿った拡充を
行っている。

　科学技術基本計画（第１期）、科学技術基本計画（第２期）、科学技術・学術審議会基本計画特別委員会「第
3期科学技術基本計画の重要施策－知の大競争時代を先導する科学技術戦略－（中間とりまとめ）」（平成17年3
月）、総合科学技術会議「『科学技術に関する基本施策について』に対する答申」（平成17年12月）、科学技術
基本計画（第３期）、平成22年度特別研究員募集要頄、平成23年度特別研究員募集要頄、平成22年度特別研究員
-RPD募集要頄、平成23年度特別研究員-RPD募集要頄、特別研究員等企画委員会委員一覧、特別研究員等審査会委
員等の候補者の選考及び委嘱に関する要頄、特別研究員等審査会委員一覧、第6回（平成21年度）日本学術振興
会賞推薦要頄、特別研究員の選考方法、特別研究員遵守事頄および諸手続の手引、誓約書（特別研究員）

答申・提言等
による
指摘事頄

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－２　特別研究員事業等の重点化等」
特別研究員事業等については、事業の重点化等の観点から、以下の措置を講ずることとする。
①特別研究員事業の対象を大学院博士課程在籍者に重点化する（平成19年度）。
②特別研究員（21世紀COEプログラム）について、各拠点の時限の到来に伴い項次廃止し、より
重点化された拠点への支援に縮小する（平成19年）。

「整理合理化計画　別表【研究者養成のための資金の支給】」
○特別研究員（21世紀COEプログラム）については、項次廃止し、より重点化された拠点への支
援に重点化する。
○特別研究員事業の対象を大学院博士課程在学者（DC）の支援に重点化する。また、大学等の
研究に関する人材養成を促進するため、海外特別研究員事業と海外での研さん機会を付与する
事業を一体的に実施し、その効果が最大限発揮できるよう事業を重点化する。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
（ロ）若手研究者支援の充実のため特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者へ
の支援の効果の適切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（全
体）」
（ハ）若手研究者支援の観点から、特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者へ
の支援の効果の適切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(5)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率的な業務の実施

　海外特別研究員事業への700件余りの申請の選考・審査業務
及び300人を超える支援対象者への資金支給業務を適切かつ効
率的に実施した。
　特別研究員等企画委員会及び学術システム研究センター等に
おける検討や支援対象者からの意見等を踏まえ、政府の施策動
向や研究現場からの要請を反映した各事業の見直しを継続的に
行った。
　電子申請システムを部分的に導入し、書面審査については、
電子的に行っている。

事業の有効性と支援対象者養成
の成果

　海外特別研究員事業は、我が国の研究者養成の中核を担う制
度である。
　海外特別研究員については、総合科学技術会議の見解の中
で、「国際的に活躍できる研究者の要請・確保の観点から、若
い時代から海外の研究活動の機会を与えることは重要であり、
着実に推進すべきである。」とされている。
　海外特別研究員は、採用修了後の就職状況の調査では、55％
が「常勤の研究職」に就いており、非常勤も含めた研究職に就
いている者は、97％であった。
　特別研究員(DC、PD、SPD)や海外特別研究員の経験者から、
第1～6回日本学術振興会賞受賞者146名のうちが計75名出てお
り、特に優秀な研究者の養成に寄与している。

Ａ

(５)　海外特別研究員事業

　海外の大学等研究機関に優れた若手研究者を派遣する海外特別研究員事業を円滑に実施する。
　海外特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門的知識を生かす企業等の
職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証するとともに、調査結果をホームページ等で国民にわか
りやすい形で公表する。

　平成21年度の支援対象の海外特別研究員に対して、円滑に渡航費、滞在費等を支給した。また、希望者に対し
て、出産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いの手続きを行った。
　平成22年度採用の海外特別研究員について、特別研究員等審査会において、審査方針に基づき、書面審査、合
議審査及び面接審査による選考を行い、採用内定者を決定した。
　海外特別研究員が安心して長期間研究に専念できる環境を整備するため、振興会が支給する滞在費の中から保
険料を差し引き、まとめて海外旅行傷害保険に加入することにより、海外特別研究員が安価で保険に加入できる
ように手続きを行った。
　海外特別研究員の採用期間終了後の進路状況調査について、その調査方法等の検討を行った。
　海外特別研究員事業については、「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の
方向性について」における指摘事頄を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）及び「独立行政法人整
理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）等において、日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する
事業に重点を置くこと等の指摘を受けており、採用者数の拡充（平成20年度から6名増）を図っている。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(5)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－３　学術に関する国際交流の促進のための事業の
重点化」
①日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事業に重点をおくこととし、外国人特別
研究員事業の規模を縮小する（平成19年度）。

「整理合理化計画　別表【研究者養成のための資金の支給】」
○特別研究員事業の対象を大学院博士課程在学者（DC）の支援に重点化する。また、大学等の
研究に関する人材養成を促進するため、海外特別研究員事業と海外での研さん機会を付与する
事業を一体的に実施し、その効果が最大限発揮できるよう事業を重点化する。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　外国人特
別研究員事業」
　今後、整理合理化計画等に基づき、日本人若手研究者の海外での研鑽機会の付与のための事
業に重点化を図っていく必要がある。

　海外特別研究員事業については、海外での研さん機会を付与する事業と一体的に実施しその
効果を最大限に発揮できるよう、新たに海外へ渡航する者等を優先して採用できるように審査
方針を変更し、募集要頄を改定するとともに、採用者数の拡充（平成19年度から平成20年度2名
増、平成20年度から平成21年度6名増）を図っている。

科学技術・学術審議会人材委員会第二次提言「国際競争力向上のための人材の養成・確保を目指して」、科学技
術・学術審議会人材委員会第三次提言「科学技術と社会という視点に立った人材養成を目指して」、平成22年度
海外特別研究員募集要頄、平成23年度海外特別研究員募集要頄、特別研究員等企画委員会委員一覧、特別研究員
等審査会委員等の候補者の選考及び委嘱に関する要頄、特別研究員等審査会委員一覧、第6回（平成21年度）日
本学術振興会賞推薦要頄、海外特別研究員の選考方法、海外特別研究員遵守事頄および諸手続の手引、誓約書
（海外特別研究員）

審査の公正性・透明性および不
正行為の適切な防止対策

　我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審
査会（委員47名、専門委員約2,000名）を設け、人材養成の趣
旨を踏まえ、専門的見地から書面審査、合議審査及び面接審査
により選考を行っている。審査に当たっては、研究分野に応じ
て8つの部会を設け、各分野の専門家の意見を反映出来る審査
体制を構築している。
　審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選考に
ついては、学術システム研究センターが作成する審査員候補者
データベース等を活用して、各分野の申請状況、候補者の所属
機関のバランス及び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に
行っている。また、書面審査、面接審査における利害関係者の
取扱いについても厳格を期している。
　なお、特別研究員等企画委員会の意見や学術システム研究セ
ンターに設置された作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、
面接の各段階での審査方法の見直し等を図ることにより、公正
で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り組んでい
る。
　選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員
等審査会における各審査頄目の評価及び当該領域におけるおお
よその項位を通知している。なお、採用者については、振興会
のホームページ上で氏名等を公開している。
　各事業の募集要頄、申請書、審査方針、申請・採用状況、採
用者一覧及び特別研究員等審査会委員の氏名・所属等につい
て、振興会ホームページを通じて、広く一般に公開している。
　研究上の不正行為、研究費の不正使用の防止について注意を
促すため、そのような行為に対して厳正に対処する旨を明確に
し、募集要頄、手引等に記載するとともに、そのような行為を
行わないという誓約書を採用者から提出させている。

男女共同参画の推進
　希望者（男女問わず）に対し、出産・育児に伴う採用の中断
及び延長の取扱いを実施している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(6)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

(６)　若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム

　我が国の若手研究者が海外で活躍・研さんする機会の充実・強化を図ることを目的とし、我が国の大学が、海
外の大学等と組織的に連携し、若手研究者が海外において一定期間研究活動等を行う機会を提供することを支援
する。

　平成19年度、20年度、21年度採択の計30課題については、事業計画書に基づき円滑に資金を支給し、大学にお
ける若手研究者の派遣に資した。必要に応じ振興会職員がアドバイス等を行った。
　19年度採択分の10事業については、国際事業委員会において、書面審査及び合議審査により中間評価を行っ
た。また、中間評価の結果等はホームページにおいて公開した。

評価の観点 達成度

適切な事業の実施

　採択30課題で、260人の若手研究者が海外に派遣され、若手研究
者が海外で活躍・研鑽する機会の提供が行われた。パートナー機関
との共同企画は58回開催された。
　平成19年度採用分について、国際事業委員会において、評価方針
に基づき、書面審査、合議審査により中間評価を行った。
　事業の実施計画、実施報告、中間評価の結果等については、随時
ホームページ上にアップし、成果の公開・共有に努めている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(6)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

（5）評価資料

若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)　平成１９年度採択課題一覧
若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)　平成２０年度採択課題一覧
若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)　平成２１年度採択課題一覧
若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)　中間評価結果一覧（平成19年度採択事業）

『整理合理化計画　別表【学術の国際交流事業の促進事業】』
「○日本人の若手研究者に海外での研さん機会を付与する事業に重点を置くため、外国人特別
研究員事業の規模を縮小し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。」

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－３　学術に関する国際交流の促進のための事業の
重点化」
①日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事業に重点をおくこととし、外国人特別
研究員事業の規模を縮小する（平成19年度）。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　外国人特
別研究員事業」
　今後、整理合理化計画等に基づき、日本人若手研究者の海外での研鑽機会の付与のための事
業に重点化を図っていく必要がある。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（頄目別-5
全般的な取組み）」
　組織的な研究者海外派遣支援事業の若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログ
ラム（ＩＴＰ）については、組織的な研究者海外派遣支援として着実に実施しており、整理合
理化計画を踏まえ、今後さらなる重点化の取組みを強化することが重要である。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　平成２０年度から新たに実施している、若手研究者の海外での修練プログラムを機関毎に募
集したインターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）は、時機を得た取り組みであ
る。ここでの若手として、女性や外国人を含めてもよいが、育成のためのシステムが女性と外
国人では異なってくるために、女性、外国人を育成対象とするプログラムがあってよい。

見直し状況
平成21年度は新規10課題を含めた計30課題に拡大して支援を行った。
平成20年度予算360（百万円）→平成21年度予算460（百万円）
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(7)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

選考の公正性・透明性

　受賞者の選考にあたっては、利害関係者の取り扱いについて
厳格を期し、公平性の確保に努めた。
　審査結果の公表については、振興会ホームページに掲載する
とともに、報道機関へ資料を配布する等積極的に行い、同時に
推薦を依頼した全国の各研究機関および学協会へ受賞者を紹介
したパンフレットを送付した。
　選考に関わった学術システム研究センター研究員及び日本学
術振興会賞審査会委員の名簿は、振興会ホームページにも公表
している。
　また、平成18年度より、我が国で活躍している外国人にも授
賞対象を拡大している。

(７)　日本学術振興会賞

　我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発展させるため、創造性豊かな優れた研究を進めてい
る若手研究者を見い出し、早い段階から顕彰してその研究意欲を高め、独創的、先駆的な研究を支援する日本学
術振興会賞の募集、選考、授賞に係る業務を円滑に実施する。

　平成21年度の授賞については、我が国の大学等学術研究機関及び学協会に第6回（平成21年度）推薦要頄を送
付し、推薦の受付を行った。今年度新たに推薦された者と前年度から引き続き審査の対象となる者（キャリー
オーバー）を合わせて候補者として、学術システム研究センターにおいて予備的審査を実施した。その際、学際
的な分野の研究に対する審査については、複数分野の専門家による慎重な評価を行うため、他領域への推薦で
あっても学際領域に当たる推薦については、関係する領域においてもチェックを行った。この結果を踏まえて、
日本学術振興会賞審査会（委員長：江崎玲於奈（財）茨城県科学技術振興財団理事長／横浜薬科大学長、計12名
で構成。）において選考を行い、受賞者を決定した。また、この受賞者の中から日本学士院において、日本学士
院学術奨励賞の受賞者が選定された。
　授賞式は、平成22年3月1日に秋篠宮同妃両殿下のご臨席を得て、日本学士院で開催し、受賞者に賞状、賞牌及
び副賞として研究奨励金110万円が授与された。

評価の観点 達成度

効率的な業務の実施

　特別研究員事業等他の振興会事業と同様に、公募により大学
等関係機関に候補者の推薦を依頼することにより、幅広く優れ
た受賞候補者の推薦を受け付けることが可能となっている。推
薦要頄については、我が国の学術研究機関及び学協会等3,085
機関に送付するとともに、ホームページや科学専門誌等にも掲
載して、その周知に努めた。
　推薦書類は2年間有効とし、翌年度も引き続き選考対象とす
る仕組みを取り入れている。
　授賞式の開催にあたっても、日本学士院の協力を得ることに
より効率的に実施している。

顕彰の有効性

　人文・社会科学から自然科学の全分野を対象に優れた研究業
績を有する若手研究者を幅広く顕彰する制度としては、我が国
においてこれまで例のないものである。優れた研究を進めてい
る若手研究者を見い出し、早い段階から顕彰してその研究意欲
を高め、独創的、先駆的な研究を支援することは、世界をリー
ドする研究者の育成に資するとともに、我が国の学術研究全般
の推進にも大きく寄与する制度である。
　また、学界を代表する世界的に著名な研究者で構成される審
査会においては、候補者の研究業績の卓越性及び将来性につい
て非常に熱心な議論を経て、受賞者の選考が行われた。

Ｓ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(7)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

科学技術基本計画（第2期）、科学技術・学術審議会人材委員会第三次提言「科学技術と社会という視点に立っ
た人材養成を目指して」（平成16年7月）、第6回（平成21年度）日本学術振興会賞推薦要頄、日本学術振興会賞
審査会委員名簿、第6回日本学術振興会賞受賞者一覧、第6回日本学術振興会賞パンフレット

答申・提言等
による
指摘事頄

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　日本学術
振興会賞」
　若手研究者を顕彰する本賞の意義は極めて高く、今後、本賞の国内外における知名度と意義
の向上を図っていくことが重要である。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　「日本学術振興会賞」を、国民、特に中高生を対象にして、やさしく紹介することは学術研
究に国費を投入することの大切さを国民に知ってもらうために優れた効果をもつであろう。

見直し状況

　国公私立大学、学協会等、3,085機関に推薦要頄及びポスターを送付し推薦を依頼した。
日本学術振興会賞の授賞式の記事を学術雑誌等の広告記事として掲載した。

　日本学術振興会賞の受賞者が決定した際には、中高生にも理解できるように配慮した授賞理
由を添えて、記者発表を行っている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(8)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

選考委員会委員の推薦の公正
性・透明性

　学術システム研究センターの協力を得て、若手研究者養成に
対する見識があり、審査・評価等の経験が豊かな研究者として
振興会が推薦した選考委員会委員が引き続き委員に就任してい
る。

該当なし

該当なし

(８)　若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム

　科学技術振興調整費における若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラムについて、選考委員会委員の推
薦等、適切な審査が行われるよう協力する。

　若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラムについて、選考委員会委員の推薦等、適切な審査が行われる
ように協力した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(8)）

（5）評価資料

公募要領、振興会パンフレット、文部科学省のホームページ（該当箇所）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-4）

掲載箇所 中期計画 ７頁 年度計画 ８頁 事業報告書 ６８頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　４　学術に関する国際交流の促進

４　学術に関する国際交流の促進
　国際的な共同研究を積極的に促進するなど、日本の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し国内外からの
要請に応えるべく、我が国を代表する資金配分機関として戦略的に以下の取組を行う。
　なお、公募事業については、学術システム研究センターや国際事業委員会の機能を有効に活用し、審査の透明
性・公平性を確保しつつ、競争環境の中で厳正な審査を行う。

（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進
　日本の研究水準の向上、国際競争力の強化を一層進めるため、諸外国の学術振興機関との協定等に基づく、国
際共同研究、セミナー開催などの事業を実施することにより、学術ネットワークの構築を進める。これらの活動
を円滑に推進するため、諸外国の学術振興機関との協力関係をさらに強化・発展させる。
　欧米等学術先進諸国との交流については、対等な立場での協力により、日本の国際競争力を高め、世界トップ
レベルの研究水準を維持し、さらに向上させる。
　アジア諸国、特に国際的な研究開発能力を飛躍的に増しつつある韓国、中国、インドとの学術交流を戦略的に
推進するための取組を支援することにより、相互的な学術発展を図る。
　アフリカ・中東諸国等との交流については、長期的視野に立って、外交的な観点や多様な研究ニーズなど様々
な学術に関する国際交流の必要性を踏まえ、関係機関と連携を図りつつ促進する。
　また、海外研究連絡センターにおいては、当該国の学術振興機関との有機的な協力の下、セミナー、シンポジ
ウム等を実施する。

（２）研究教育拠点の形成支援
　我が国の学術研究機関が先端研究分野において世界を代表する研究教育拠点となることを目指し、諸外国の
トップレベルの学術研究機関との多国間交流ネットワークの構築・強化、若手研究者の育成等を通じ、その萌芽
段階にある拠点の形成を支援する先端研究拠点事業等を推進する。

（３）若手研究者育成のための国際交流支援
　日本と先進諸外国の新進気鋭の若手研究者が学際的な観点から先端的な研究課題について積極的に討議し情報
発信を行う機会を提供する先端科学（Frontiers of Science）シンポジウム事業や、ノーベル賞受賞者との討議
等を行う会議に若手研究者を派遣する事業（リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業）等を実施する。

（４）アジア・アフリカ諸国との交流
　アジア・アフリカ諸国との学術連携・協力の深化を図るため、アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学
術基盤形成事業及び日中韓フォーサイト事業等により、研究拠点構築や研究者交流を積極的に促進する。具体的
には、それぞれの国の学術の発展段階等も踏まえながら、共同研究・セミナー等の効果的な実施を促進する。
　とりわけ、我が国と緊密な関係にあるアジア諸国については、各学術振興機関間、大学・研究所間、さらには
個々の研究者間など多層的なネットワークを我が国が主導的に形成するための取組を実施することにより、アジ
アにおける学術コミュニティの構築、同地域における先端研究や共同課題解決研究の推進及び若手研究者の育成
を図る。
　なお、拠点大学交流事業については、アジア研究教育拠点事業など公募により相手方に対等な負担を求める方
式による事業へと転換し、平成２３年度までに段階的に廃止する。

（５）研究者の招致
　多様な発想と経験を有する内外の研究者が我が国の大学等研究機関で切磋琢磨する研究環境を創出するため、
次世代の研究を担う優秀な若手研究者や世界的研究業績を有する第一線の著名研究者等、様々なキャリアステー
ジにある優れた外国人研究者招致のための取組を推進する。
　また、日本での研究滞在を終え、母国に帰国した後の研究者コミュニティの形成・強化を図ることも視野に入
れ、多様な招へい方法による、きめ細やかな対応を行う。
　さらに、招へいした外国人研究者の協力を得て、高校生に科学や国際社会への関心を深めさせることを目的と
したサイエンス・ダイアログ事業を全国各地で広く実施する。
　なお、外国人特別研究員については、全体として効率化を図っていくよう検討を行い、大学等のニーズに即
し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。
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2．意義・必要性

3．年度計画

　

4．得られた成果に関する評価

（６）大学等における研究環境の国際化支援
　日本の大学の国際化を促進させるため、職員養成のための取組や大学の組織的な研究者の派遣・受入れ、国際
的な共同研究など大学の国際展開を支援するほか、多様な研究環境国際化のための取組を積極的に行う。
　海外研究連絡センターにおいて、各大学と協力し、各大学が主催するシンポジウムの共催、後援、大学改革の
動向に関する調査協力や大学が設置する海外拠点の連携強化等を通じて、各大学の海外展開を積極的に支援す
る。

（７）事業の評価と改善
　日本の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し、学術システム研究センター等の機能を活用しつつ、国際
共同研究の基本的な方向性についての検討を行う。また、効率的かつ効果的な業務運営の観点から、事業開始か
ら長期間経過した事業や応募件数の尐ない小規模事業については、交流相手のニーズ・特性、我が国の研究者の
意見を考慮しつつ、費用対効果の検証を行うほか、研究者へのサービス向上を図るなど不断の見直しを行う。併
せて、各海外研究連絡センターにおいては我が国の各大学との協力・連携による活動や機能の強化を図るととも
に、海外の学術振興機関との間で事業の有効性・適切性を相互に評価するなど、事業の成果及び効果を把握する
ことに努め、事業の改善に反映させ、その成果について広く公開する。
　また、カイロ、ナイロビの両研究連絡センターについては、効率的な業務運営に努めつつ、増大するアフリカ
地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、当該地域における拠点性など質的な要素についても留意した
運営へと転換を図った上で、学術動向の収集・発信機能を充実させる。
　なお、ワシントン研究連絡センターについては、独立行政法人科学技術振興機構のワシントン事務所の機能に
も着目しつつ、効率的な運営の観点から、同事務所の共同設置・運用を行う。

　諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進については、振興会は、諸外国の学術振興機
関（44か国、２国際機関を含む計86機関）と協定・覚書等による協力関係を有しており、引き続き学術国際交流
の土台となる海外の学術振興機関との協力関係を維持・発展させ、新規の協定締結、協定・覚書等の改正・見直
しを行った。当事業は研究者からも高い満足を得ている。また、先進７ヶ国の学術振興機関と共同で公募・審
査・採択を行うG8 Research Councils Initiative等新たな国際共同研究事業を立ち上げる等、学術振興機関及
び研究者間の新たな研究ネットワークの構築に貢献した。

　振興会の国際交流事業は、研究者の招へい事業から協定に基づく二国間の交流事業、多国間交流事業まで様々
なプログラムにより構成され、研究者の個人レベルからグループ、機関単位の交流の促進に至るまで、人文・社
会科学から自然科学までの全ての学問分野にわたり、世界各国を対象に、我が国の学術の国際交流の促進を図る
ための総合的な取組を実施している。
　第1期及び第２期科学技術基本計画（平成13年3月30日閣議決定）に引き続き、第３期科学技術基本計画（平成
18年3月28日閣議決定）に示されている科学技術・学術における「国際活動の体系的な取組」を図るうえで極め
て重要な役割を果たしている。
　また、「新成長戦略（基本方針）」（平成21年12月閣議決定）は、「科学・技術外交を推進する」と謳ってい
るが、その具体的取組の指針となる「科学技術外交の強化に向けて」（平成20年5月総合科学技術会議）におい
ては、科学技術外交を推進する基盤の強化を目的とし、「我が国と諸外国の学術振興機関間や大学間協定等の枠
組みを活用しながら国際研究交流を推進し、研究者の国際ネットワークを強化するとともに、国際的に活躍でき
る若手研究者を育成する」とされている。
　これらの趣旨のもと、諸外国の対応機関等と研究者の相互交流を行う国際交流事業は、着実に実施されること
が必要とされている。

４　学術に関する国際交流の促進
（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進（p.86-87）
（２）研究教育拠点の形成支援（p.88-91）
（３）若手研究者育成のための国際交流支援（p.92-93）
（４）アジア・アフリカ諸国との交流（p.94-97）
（５）研究者の招致（p.98-99）
（６）大学等における研究環境の国際化支援（p.100-101）
（７）事業の評価と改善（p.102-103）
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5．決算額（支出額） 【セグメント区分：国際交流】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

9,795,711 10,141,843
 （単位：千円）

上記金額には先端学術研究人材養成事業（第1-11）の支出額も含まれている。

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ

研究教育拠点の形成支援については、先端研究拠点事業の実施により効果的かつ影響力のある研究ネットワーク
を構築及び、当該ネットワークを活用して若手研究者を中長期に派遣することでの体系的な若手研究者の育成に
貢献した。また、日独共同大学院プログラムの実施により組織的な大学院教育の国際化及び若手研究者の育成に
貢献することができた。
　若手研究者育成のためのセミナーとしては、先端科学シンポジウム事業、日欧先端科学セミナーの実施を通じ
て、適切なプログラムを策定することでシンポジウム等の質を確保するとともに、リンダウ・ノーベル賞受賞者
会議派遣事業を新たに実施する等、次世代の研究者の育成に貢献した。
　アジア・アフリカ諸国との交流については、アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業、
日中韓フォーサイト事業、アジア科学技術コミュニティ形成戦略事業、論文博士号取得希望者への支援事業、ア
ジア学術セミナー、科学技術研究員派遣支援システム調査等を実施し、アジア・アフリカにおける研究教育拠点
及び科学技術コミュニティの形成を図り、また、アジア地域の研究人材の育成と人的ネットワークの構築に寄与
した。
　研究者の招致については、さまざまなキャリアステージの外国人研究者を我が国に招へいする事業として、外
国人特別研究員事業（一般／欧米短期／サマー・プログラム）、外国人研究者招へい事業（短期／長期）、著名
研究者招へい事業を実施。また、従来の個人招へい型事業、大学等学術研究機関における組織的な招へいの取組
を支援する「若手研究者交流支援事業」（国際機関（ASEAN事務局）からの受託事業）等、多様な招へい方法を
整備し、大学等のニーズに即した効果的な研究者養成を図った。また、振興会事業経験者による研究者コミュニ
ティを支援するとともに、各国の研究者コミュニティに所属する研究者に対し、再度来日して日本人研究者との
研究協力関係を形成・維持・強化する機会を提供することを目的として、新たに外国人研究者再招へい事業
（BRIDGE Fellowship Program）を実施し、各国の研究者コミュニティの一層の強化を図った。また、各国研究
者コミュニティへの支援を通じ、諸外国において振興会の事業の広報・普及を図り、新たに優秀な若手研究者の
振興会事業への参加を促進することができた。さらに、サイエンス・ダイアログ事業の拡大により、アウトリー
チ活動もより一層の充実を見た。
　大学等における研究環境の国際化支援としては、学術の国際交流を促進する上で重要な大学の国際展開を支援
するために、国際研究集会の実施支援や国際学会等への派遣事業を着実に実施するとともに、海外研究連絡セン
ターを活用しての大学支援の他、大学国際戦略本部強化事業では最終報告書をまとめ、国内外の大学の国際化の
取組をシンポジウム等で広く共有・普及を行った。
　事業の評価と改善については、国際事業委員会における審査・評価を行うとともに、学術システム研究セン
ターを活用し、審査・評価体制の公正性・透明性の向上を一層図るべく、新規事業の募集・審査等の在り方につ
いて議論し、書面審査結果の分析・検証を行った。また、海外の学術振興機関との連携、および、学術システム
研究センター主任研究員から構成される「国際事業のあり方に関する検討タスクフォース」（平成21年度に新た
に設置）により、国際交流事業の改善に向けての検討を行うことができた。
　海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、平成20年8月の文部科学省独立行政法人評価委員会
における評価結果を踏まえ、東京本部及び各海外研究連絡センターとの連携を一層強化するため、「大学国際化
支援海外連携本部」を設置し、効率的な業務運営に努めつつ、海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）の特
性を踏まえた機能の充実を図った。
　海外研究連絡センター（ワシントン）については、科学技術振興機構と共同でプロジェクトチームを設置し、
各々の事務所の機能にも着目しつつ、会議室の共用によるコスト削減等を通じて効率的な運営を行う観点から、
平成21年3月に共同設置・運用を開始した。

　振興会の国際交流事業は、世界レベルでの学術研究の発展、持続発展的研究ネットワークの
構築の観点から重要な制度であり、国内外のニーズに沿った多種多様な事業を、海外の学術振
興機関との緊密な協力関係を土台に最先端の学術動向を踏まえて、適切かつ柔軟に対応してい
る。
　今後も引き続き海外の学術振興機関との協力関係を一層充実させるとともに、それを土台に
多国間交流、アジアの学術コミュニティの形成、外国人研究者の招へい、若手研究者への国際
的な研鑽機会を提供する事業等を着実に実施する。また、海外研究連絡センターとも連携しつ
つ、大学の国際化支援を一層推進する。

Ａ
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8．中期計画の進捗状況

9．外部評価
評定  諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進については、エジプトとの

協定を新たに締結するなど、学術ネットワークの強化を進めると共に、相互互恵の原則による
経費負担の見直しおよび事業の効率化を行った他、審査の公正性・透明性の実現を図っている
と評価できる。その一方で、長年にわたり続けられてきた二国間の国際交流には、研究者の個
人的なつながりや歴史の流れの中で、続けられてきたが、研究には国境はない。研究者は常に
世界を意識して研究活動を行っている。ＩＣＴの発展により、情報は一瞬にして世界に広がる
時代には、研究者のネットワークによる地球規模の国際的な共同研究が重要になっている。尐
子化の日本は新しい研究領域の開拓も国際的な協力で進めていく必要がある。従来の二国間共
同研究の制度を見直すことも必要ではないか。
　研究教育拠点の形成支援については、先端研究拠点形成及び若手研究人材育成の両面に於い
て着々と実績を積み重ねている。特に日独共同大学院プログラムにおいて、新たに１件プロ
ジェクトを採択すると共に、２件につき終了時評価を基に２年間延長し、さらなる発展を目指
している。
　若手研究者育成のための国際交流支援については、三つの事業それぞれに於いて実績を上げ
つつあり、先端科学シンポジウムと日欧先端科学セミナーについては、参加した若手研究者の
多くから高い評価を得ている。
　アジア・アフリカ諸国との交流において、多種類のプログラムを精力的に進めている実績は
評価に値する。ただし、本事業が今後益々重要となる事業であるので、従来の実績を尊重しつ
つも種々の観点から大胆に見直しを進めるべきではないか。各国の急速な発展を考慮しつつ、
より効果的なプログラムへとリフォームする必要がある。また、日本の大学が国外に拠点を設
置している中で、振興会は、それらと協力しながら、海外の優れた研究者やその分野などの情
報収集を行い、日本の研究者との橋渡しなどにより、新たなネットワークの開拓を期待した
い。
　研究者の招致事業は概ね項調に成果を挙げていると評価できるが、今後は若手研究者の育成
への貢献を重視する方向とし、我が国の若手研究者の海外派遣に繋げるなど、より適切に運用
すべきである。招へいする場合には、将来性のある若手研究者を招へいすることも必要であ
る。
　大学等における研究環境の国際化支援については、概ね適切に事業を継続している。特に、
大学の若手職員の海外研修等による国際化支援は効果的である。ただし、国際学会等派遣事業
は若手研究者を重点的に支援すべきである。
　事業の評価と改善について、カイロ、ナイロビ研究連絡センターの見直しと体制整備、およ
び、ワシントン事務所の共同運用については、適切に改善していると評価できる。また、昨年
指摘した国際交流事業全体の整理と見直しについてはタスクフォースを立ち上げて検討中であ
ることは評価できる。今後の抜本的な事業見直しと体系化を進めて頂きたい。

Ａ

　公募事業の実施については国際事業委員会等において海外の学術動向や国際情勢等を総合的に勘案した審査・
評価を行うとともに、学術システム研究センターを活用することにより書面審査結果の分析・検証を行うこと
で、透明性・公正性を確保している。

（１）諸外国の学術振興機関との協定等に基づき、共同研究・セミナー、研究者交流を実施した。海外研究連絡
　センターにおいても、日本の優れた研究者による最先端の研究成果等を世界に向けて効果的に発信すべく、シ
　ンポジウム・セミナーを主催している。
（２）先端研究拠点事業及び日独共同大学院プログラムを通して、多国間及び二国間交流の枠組みで共同研究・
　セミナー・研究者交流を行い、拠点形成及び若手研究者育成において着実に貢献している。
（３）先端科学シンポジウム事業、日欧先端科学セミナーを通して、若手研究者の育成及び諸外国の若手研究者
　とのネットワーク形成を図っている。
（４）アジア・アフリカにおける研究教育拠点形成の推進、アジアにおける科学技術コミュニティの形成、アジ
　ア地域における研究者養成とネットワーク構築に向けて、アジア・アフリカ諸国との交流を実施している。
（５）我が国の大学等の研究者からの要請に基づき、共同研究等を実施するため、研究者のキャリアステージに
　沿い、その経歴及び訪問目的に即し、優れた外国人研究者を我が国に招へいする事業を実施することで、大学
　等のニーズに即した効果的な研究者養成を図っている。また、外国人特別研究員における新規採用数の減員及
　び予算の減額により、規模を縮小した。
（６）国内外で開催される国際的な研究集会への支援を行う外、大学国際戦略本部強化事業や海外研究連絡セン
　ターによる活動を通して、大学の国際化支援を実施している。
（７）国際交流事業の企画・立案・実施については、学術システム研究センターと連携し、その基本的な方向性
　について検討を行っている。海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、平成20年8月の文部科
　学省独立行政法人評価委員会における評価結果を踏まえ、効率的な業務運営に努めつつ機能の充実を図った。
　　ワシントン研究連絡センターについては、独立行政法人科学技術振興機構のワシントン事務所の機能にも着
　目しつつ、会議室の共用によるコスト削減等を通じて効率的な運営の観点から、同事務所の共同設置・運用を
　開始した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価
評定

Ｓ

(１)　諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進

　諸外国の学術振興機関との協定等に基づき、共同研究やセミナーの開催、研究者交流を支援する事業を実施す
る。その際、各国の研究水準・研究ニーズや外交的観点等、学術に関する国際交流の必要性に配慮しつつ、円滑
に実施する。特にインド・韓国については、両国の研究者により構成される委員会を活用して運営する。
また、国際的に取り組むべき課題の解決に向け、研究者からのボトムアップによる発意に基づき主要国学術振興
機関と共同し支援するボトムアップ型国際共同研究の実施について、諸外国の学術振興機関と協議を行う。
　なお、海外研究連絡センターにおいては、当該国の学術振興機関との有機的な協力の下、セミナー、シンポジ
ウム等を実施する。

　諸外国の学術振興機関との協定等に基づき実施される二国間交流事業においては、44カ国、86機関との協定等
に基づき、496件の共同研究・セミナー、251人の研究者交流（41カ国、65機関）を実施した。共同研究・セミ
ナーについては、委託契約に基づき旅費、消耗品費等、セミナー開催経費等を支援し、研究者交流においては旅
費、滞在費等を支給した。また、インド、韓国については、平成22年度の共同研究・セミナーの採用候補課題の
選考を、それぞれ両国の研究者より構成される日韓基礎科学合同委員会、日印合同科学評議委員会を活用して
行った。
　ボトムアップ型国際共同研究の実施について、海外の学術振興機関と協議を重ねた結果、事業内容について合
意に達し、平成22年度からの事業実施に向けて募集を開始した。
　海外研究連絡センターにおいては、現地の学術振興機関や大学等と共催でシンポジウム等を開催し、日本の優
れた研究者による最先端の研究成果等を世界に向けて効果的に発信した。

評価の観点 達成度

学術ネットワークの強化

　引き続き諸外国の学術振興機関との協定等に基づき、共同研
究・セミナー、研究者交流を実施した。海外の学術振興機関と
の協力関係は、学術国際交流の土台となるものであり、平成21
年度はエジプト高等教育・科学研究省（MHESR）との協定を新
たに締結し、海外の学術振興機関とのネットワークを更に発展
させた。
　アンケート調査において、約92％が相手国研究者との共著論
文や大学間協定の締結計画等、当該事業で得られた成果をさら
に発展させる計画を持っていることが報告されているように、
学術ネットワークの構築・発展が図られている。
　また、ボトムアップ型国際共同研究においては、平成22年度
からの実施に向け、ドイツ研究振興協会（DFG）、フランス国
立研究機構（ANR）、英国研究会議（RCUK）、米国国立科学財
団（NSF）、カナダ自然科学工学研究会議（NSERC）、ロシア基
礎科学財団（RFBR）と一定のテーマの下に行う国際共同研究事
業(G8 Research Council Initiative)が、米国国立科学財団
（NSF）と化学分野における国際共同研究事業（ICCプログラ
ム）が合意され、学術振興機関及び研究者間の新たな研究ネッ
トワークの構築に貢献した。
　さらに、海外研究連絡センターにおいて海外の学術振興機関
等との共催でシンポジウムを開催することにより、効果的に日
本の最新学術情報を発信し、日本と当該国間における新たな研
究者ネットワーク構築に資した。

86
90



自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(1)）
　

　

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

審査における公正性・透明性の
確保

　二国間交流事業は、3名の研究者による書面審査（ピア・レ
ヴュー）の後、国際事業委員会による合議審査、相手国対応機
関との協議を経て採択を決定している。
　審査方針、国際事業委員会の氏名・所属、申請・採択件数に
ついて振興会ホームページ上で公開し、透明性の確保に努めて
いる。
　また、共同研究・セミナーの報告書についても、ホームペー
ジで公開している。

効率的・効果的な事業の実施

　二国間交流事業は、振興会と相手国の学術振興機関の覚書に
基づき、両機関間で審査を行い、合意の上実施される。そのた
め、日本と相手国双方向の交流が担保されるとともに、優れた
研究者間での交流が実施されている。また、振興会では、申請
受付、書面審査業務に関し電子システムを用いて、効率的に実
施している。
　また、審査方針に「若手研究者養成への貢献」「社会的貢
献」を挙げ、学術的観点からのみならず若手研究者養成、研究
成果の社会還元にも留意している。
　更に、平成21年度は、カナダ自然科学工学研究会議
（NSERC）との間で日本人派遣研究者に係る経費の相互負担、
スイス科学財団（SNSF）との間で交流形態のセミナーへの一本
化に合意する等、相手国学術振興機関との間で事業を検証し、
必要な見直しを行った。

募集要頄（二国間交流事業共同研究・セミナー、日仏交流促進事業、特定国派遣研究者、多国間国際研究協力事
業（G8 Research Councils Initiative）、日米化学研究協力事業－ICCプログラム－）、共同研究・セミナー事
務取扱の手引、特定国派遣研究者事務取扱の手引、来日研究者受入の手引、エジプト高等教育・科学研究省
（MHESR）との協定、平成21年度海外研究連絡センター一覧

答申・提言等
による

指摘事頄

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　協定の見
直し」
　事業の効果・成果を適切に把握・検証・公開し、事業や協定の見直しに結びつけて行く必要
がある。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（頄目別
－7）」
　今後、地球規模での環境問題など国際的に協同して取り組むべき課題の解決などの基盤とな
る学術研究の推進を担う本事業は、我が国が国際競争力のある国として発展するうえで必要不
可欠であり、海外研究連絡センター等を活用し、事業の効果の検証や成果の把握・公開に努め
るなど各種事業を効果的・効率的に実施し、諸外国の研究機関と緊密な連携をより強化するこ
とが望まれる。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　海外の学術動向の調査・情報収集に関して、海外研究連絡センターの一層の努力により、最
先端研究の動向や研究者の動向も収集して国内に迅速に流すシステム作りを期待したい。

見直し状況

　相手国学術振興機関との間で事業を検証し、カナダ自然科学工学研究会議（NSERC）との間で
日本人派遣研究者に係る経費の相互負担を行うべく協定を改定する等、必要な見直しを行っ
た。また、エジプト高等教育・科学研究省と新規に協定を締結し、エジプトとの共同研究・セ
ミナーの立ち上げ要望に応えた他、英国経済・社会研究会議（ESRC）とは、今後の覚書締結締
結を視野に共同セミナーの試験的な実施について合意した。

　地球環境問題、食糧問題、資源・エネルギー問題など世界各国が短期的な利害を超えて国際
協調の下に推進すべき課題の解決に向けて、各国学術振興機関同士の協力、研究者からの提案
による研究の実施を行う「ボトムアップ型国際共同研究事業」を平成22年度から開始すべく、
米、英、独、仏、加、露の学術振興機関と緊密な連携体制を構築した。課題設定に向けた諸外
国の研究動向に係る情報収集及び学術振興機関との事業内容の摺り合わせを行うにあたって
は、関係国の海外研究連絡センターからの情報も参考にした。

　海外研究連絡センターによる海外の学術動向の調査・情報収集については、最先端研究の動
向等にも留意しながら、諸外国における学術動向に関する情報収集を行い、事業の改善・充実
に活用された。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(２)　研究教育拠点の形成支援

　先端研究分野において、我が国の学術研究機関が欧米等の中核的研究機関と双方向の大規模な研究交流を行う
中で、世界的水準の研究交流拠点の形成及び若手研究人材の育成を図る先端研究拠点事業を実施する。
　また、大学院教育の国際化及び博士課程における若手研究者の養成のため、ドイツ研究協会と協力し、日独の
大学が大学院における教育研究を共同で行う日独共同大学院プログラムを実施する。

　先端研究拠点事業は、先端研究分野に関して、我が国と欧米等の学術先進諸国の中核的な研究拠点をつなぐ協
力関係を強化し、国際学術交流拠点（ハブ）形成及び若手研究人材の育成を目的として実施している。実施にあ
たっては、我が国及び相手国それぞれの研究交流の中核となる機関（拠点機関）を設け、拠点機関を中心に、研
究交流に参加する研究機関（協力機関）等からなるグループを構成し、共同研究、セミナーの実施及び若手研究
者派遣を主とした研究者交流を実施している。本事業では拠点形成型と国際戦略型の2つの事業枠組みを設け、
拠点形成型採用課題の中から、拠点形成型における実績や今後の研究交流計画について高い評価を得た課題の絞
り込みを行ない、国際戦略型にステップアップする方式を採っている。
　平成21年度は、8機関17交流を米英独仏等の15ヶ国との間で実施し、日本と複数の交流相手国との多国間交流
の枠組みで共同研究・セミナー・研究者交流を行った。本事業に対する評価については、本事業が国際的な研究
協力網の構築・充実、若手研究者の育成、及び先端的学術情報の収集に対して有用であったかのアンケートに対
して全ての拠点機関から肯定的な回答が得られており、本事業が拠点形成及び若手研究者育成において着実に貢
献していることが確認できている。
　拠点形成型における平成22年度分事業の募集については、申請21件から4件を採用した（採択率19.0％）。ま
た平成20年度拠点形成型の採用課題のうち、国際戦略型への移行を希望した4課題について審査を行い、うち3課
題を移行課題として採用した。国際戦略型では、交流相手国側においてマッチングファンドを海外の学術振興機
関から獲得していることを条件としており、相互経費負担による交流に努めている。書面審査においては、学術
システム研究センターを活用して審査の検証を行うなど、公正性の維持に努めた。
　採用期間終了時に行う事後評価については、平成21年度には拠点形成型1件に加え、国際戦略型において初め
て事後評価を5件実施するとともに、その評価結果をホームページ上にて公開し、事業の実施状況の把握・公開
に努めた。
　さらにセミナー等の視察を実施し、各拠点機関における交流状況・業務遂行状況の把握、及び事業実施者との
意見交換を通して事業を見直す機会とした。
 
　日独共同大学院プログラムは、若手研究者に対して、より早い段階での国際経験の機会を提供できるよう、日
独大学間の共同教育研究体制を支援することを目的として、日本の学生がドイツの大学に年間10ヵ月間以内研究
滞在するための旅費、教員が相手国大学で集中講義等を行うための旅費、参加学生を中心とした共同セミナーの
開催費等を3年間支援している。
　平成21年度は、継続プロジェクト2件に加え、1件を新規に採用し、日独の大学院間における研究交流を着実に
実施した。実施大学に本事業プログラムの有効性についてアンケートを行ったところ、すべての実施機関から肯
定的な回答が得られるなど、日独が共同で行う大学院教育の国際性向上及び若手研究者育成に貢献した。
　審査の進め方については、ドイツ研究振興協会と双方の審査状況等の情報交換を行うなど、スムーズかつ適切
な審査ができるよう努めた。
　また、3年間の実施期間最終年度にあたり2年間の延長を希望するプロジェクト2件について、平成21年度に終
了時評価を実施し、その結果、2件とも延長とした。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(2)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

効率的・効果的な事業の実施

　先端研究拠点事業が対象とする国際的に競争の激しい先端研
究分野において、当該分野で著名かつ主導的立場に立つ研究者
をコーディネーターとして擁する機関を拠点機関として業務を
委託することにより、効果的かつ影響力のある研究ネットワー
クを構築することができた。また、拠点機関が組織的かつ戦略
的な方針のもと、当該ネットワークを活用して若手研究者を中
長期に派遣することにより、体系的な若手研究者の育成及び当
該分野における若手研究者のプレゼンスを高めることに貢献し
た。
　先端研究拠点事業の実施にあたっては、研究設備・機材な
ど、研究実施に必要な基盤的環境が整っている研究機関を拠点
機関とし業務委託する形で実施しているが、引き続き拠点機関
がより研究実態に即した柔軟な研究交流を推進できるよう改善
を図っている。
　また、先端研究拠点事業では拠点形成型と国際戦略型の2つ
の事業枠組みを設け、拠点形成型採用課題の中から、拠点形成
型における実績や今後の研究交流計画について高い評価を得た
課題の絞り込みを行なっているが、国際戦略型として重点的に
支援するステップアップ方式を採ることにより、事業の質を担
保している。
　日独共同大学院プログラムについては、ドイツ研究振興協会
と連携して審査を行うため、申請者は事前に大学院教育研究に
ついて十分な協議を行っていることが高く求められており、か
つ両国において高く評価されたプロジェクトが採択されること
から、質の高い大学院教育プロジェクトを実施することが可能
となっている。さらに、プロジェクトの実施にあたっては、大
学院が教員・大学院学生の相互交流、共同セミナーと幅広い交
流形態から効果的な組み合わせを選択・実施することで、一定
数以上の博士課程在籍者を相互派遣し、より水準の高い博士論
文の作成に寄与するなど、組織的な国際交流の促進及び若手研
究者の育成に貢献している。
　また、日独共同大学院プログラムでは3年間の実施期間最終
年度にあたり2年間の延長を希望するプロジェクトについて、
終了時評価を実施し、これまでの交流を通じて得られた成果等
を踏まえた上で、延長の可否を判断することで、プログラムの
質の担保に努めた。

審査の公正性・透明性の確保

　先端研究拠点事業及び日独共同大学院プログラムにおける審
査は、専門的見地からの書面審査、我が国の第一線の研究者か
らなる国際事業委員会における面接審査及び合議審査により
行った。特に書面審査については、学術システム研究センター
を活用して審査の検証を行うなど、公正性の維持に努めた。
　また、事業趣旨、交流課題の実施状況、申請手続、審査方
針、申請・採用状況等については、ホームページにおいて随時
公表し、審査の透明性確保に配慮した。
　先端研究拠点事業については、採用期間終了課題に対して事
後評価を実施し、その結果もホームページにおいて公表してい
る。
　日独共同大学院プログラムにおいては、終了時評価も含め
て、合同審査の進め方についてドイツ研究振興協会と双方の審
査状況等の情報交換を行うなど、スムーズかつ適切な審査がで
きるよう努めた。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(2)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

該当なし

該当なし

事業成果の把握及び事業実施者
の満足度

　先端研究拠点事業では8機関17交流を米英独仏等の15ヶ国と
の間で実施し、日独共同大学院プログラムでは3機関3プロジェ
クトを実施した。海外への派遣総数は先端研究拠点事業では17
交流で延べ649人、日独共同大学院プログラムでは3プロジェク
トで延べ56人と、これら事業の枠組みを活用した国際交流研究
活動を推進した。
　先端研究拠点事業については、当該事業が目的としている国
際的な研究協力網の構築・充実、若手研究者の育成、及び先端
的学術情報の収集について、本事業の貢献度をアンケートによ
り照会したところ、全ての拠点機関から肯定的な回答を得てい
る。
　また、日独共同大学院プログラムについても、大学院教育の
国際化とレベル向上、国際性ある若手研究者の育成、教育課程
の国際性通用の向上等についての事業の貢献度に対するアン
ケートでは、全ての実施機関から肯定的な回答を得ている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(2)）

（5）評価資料

先端研究拠点事業－拠点形成型－平成22年度分募集要頄、先端研究拠点事業－国際戦略型（発展型）－の平成22
年度分移行審査について、先端研究拠点事業実施状況
日独共同大学院プログラム平成22年度分募集要頄、日独共同大学院プログラム実施状況
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価
評定

Ａ

(３)　若手研究者育成のための国際交流支援

　次世代を担う研究者の育成等のため、諸外国の学術振興機関と連携し、学際的な観点から先端的な研究課題に
ついて集中的に議論を行う先端科学シンポジウム事業や、特定の研究領域に係る著名な研究者の講義等からなる
日欧先端科学セミナーを実施する。
　また、国際経験を培うべく、ノーベル賞受賞者との討議等を行うリンダウ・ノーベル賞受賞者会議など、国際
的な会議等への若手研究者の参加を支援する。

　先端科学シンポジウムは、日本と諸外国の若手研究者が合宿形式で集い、様々な研究領域における先端科学トピック
について分野横断的な議論を参加者間で集中的に行うことにより、参加した若手研究者が広い学問的視野や柔軟な思考
及び国際性を備えることを目的とする。
　平成21年度はドイツのフンボルト財団等との共催で以下の2件のシンポジウムを実施した。参加者を対象に行ったアン
ケートにおいて8割以上が本シンポジウムの経験が将来の研究推進にプラスとなると回答し、9割以上が学問的視野を広
げることに役立ったと回答したように、昨年度に引き続き、研究者の育成に一定の効果をあげた。また、今後の研究推進
に資する新たな出会いがあったと回答した参加者が7割以上いたように、参加者のより広いネットワーク形成にも貢献し
た。
・日独先端科学シンポジウム：フンボルト財団（AvH）との共催で、平成21年10月30日～11月1日の3日間、東京で開催し、
日本側29名、ドイツ側30名、合計59名が参加した。
・日仏先端科学シンポジウム：フランス高等教育・研究省（MESR）、フランス外務省（MAEE）及びフランス国立科学研究セ
ンター（CNRS）との共催で、平成22年1月22日～1月24日の3日間、フランス・フュチュロスコープで開催し、日本側39名、フ
ランス側39名、合計78名が参加した。
　また、先端科学シンポジウム事業委員会を3回開催し、参加者の選考等を行うとともに、シンポジウムに本委員会委員が
出席し、実施状況を確認し、シンポジウムの質の維持を図った。
　事業成果公開の観点から、アンケートの結果は、シンポジウムのプログラム、企画委員主査による実施報告や会議資料
等とあわせ、振興会ホームページに掲載した。

　日欧先端科学セミナーは、振興会と在日ＥＵ関係機関が共催した「日本と欧州の学術交流の活性化についての会議（日
-EUワークショップ）」の報告書を受け、日欧の若手研究者の育成と日欧研究者間のネットワーク形成を目的として開催さ
れたセミナーである。欧州科学財団（ESF）との共催で開催され、毎年テーマを設定し、第一線で活躍する研究者による講
義と日欧の若手研究者間のディスカッション等を行う合宿形式で実施する。
　平成21年度は、平成22年2月27日～3月4日の6日間、福岡で「アジアとヨーロッパにおける帝国と周辺：複雑性、偶発性、
因果性」をテーマとしたセミナーを開催し、日本側26名、欧州側30名の若手研究者が参加した。参加者を対象に行ったア
ンケートにおいて6割以上が講義は先端的だったと評価し、9割以上が新たな研究協力相手を開拓したと回答したように、
質の高い講義による該当領域の幅広い知識の獲得及び若手研究者間のネットワーク形成に引き続き貢献した。
　日本側参加者は、従来より振興会が公募し、ESFとの協議のうえ、適切な者を選考しているが、平成21年度よりESFとの
協議前に国際事業委員会で審査を行い、より透明性の高い選考を行った。
　また、事業成果公開の観点から、アンケートの結果は、セミナーのプログラム等とあわせ、振興会ホームページに掲載し
た。

　リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業は、リンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会等との協定に基づき、我が国にお
ける学術の将来を担う国際的視野、経験に富む優秀な研究者を育成するため、日本の若手研究者が「リンダウ・ノーベル
賞受賞者会議」に参加することを支援する事業である。平成21年度は、日本人若手研究者10名に対し、同会議に参加す
る経費支援を行った。また、事業成果公開の観点から、当該参加者の報告書等を振興会ホームページに掲載した。

評価の観点 達成度

次世代の研究者育成への寄与

　先端科学シンポジウムでは、セッショントピックの選定、選定したト
ピックに相応しいスピーカーの選考など、参加者自らがシンポジウム
の企画から実施に至るまで主体的に関わることにより、自身が専門と
する研究領域のみならず、学術研究全体を俯瞰する視野の広さを得
る機会となっている。
　また、参加者の7割以上が今後の研究推進に資する新たな出会い
があったと回答しているように、シンポジウムが国と研究領域を超え
た研究者との出会いの場となり、引き続き参加者の広いネットワーク
形成に資することができた。
　日欧先端科学セミナーにおいても、参加者の6割以上が自身の研
究の方向性を検討する機会となった、また9割以上が新たな研究協
力相手を得たと回答しているように、セミナーへの参加が、参加者が
さらに研究を進めるにあたっての良い刺激とすることができた。
　リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業では、10名の日本人若
手研究者がリンダウ会議に参加し、ノーベル賞受賞者や各国からの
若手参加者と交流することにより、若手研究者の国際的視野や経験
を広げることに貢献した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(3)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

先端科学シンポジウム平成21年度開催分参加者候補推薦要頄、平成21年度先端科学シンポジウム・プログラム
（例：日独先端科学シンポジウム）、平成21年度先端科学シンポジウム・参加者からのアンケート抜粋、平成21
年度日欧先端科学セミナー参加者募集要頄、日-EUワークショップの合意文書、平成21年度日欧先端科学セミ
ナー・プログラム及び同参加者からのアンケート抜粋、第59回リンダウ・ノーベル賞受賞者会議日本側参加者一
覧、リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業平成22年度分参加者募集要頄

シンポジウム等の質の確保

　先端科学シンポジウムにおいては、セッショントピックの選定を若手
研究者が自ら行い、様々な研究領域における先端的トピックを適切
に選定するとともに、日本側では事前検討会を開催し、参加者間の
ネットワーク構築と講演方法・内容の質を高める工夫を行い、シンポ
ジウムの質の確保を図った。参加者アンケートにおいても、8割以上
が本シンポジウムで得たものが将来の研究推進にプラスとなると回
答し、また9割以上が機会があれば同様のシンポジウムに出席した
いとしている。
　日欧先端科学セミナーにおいては、日本側参加者選考にあたって
国際事業委員会で審査を行い、参加者の質の確保に努めた。また、
従来、日欧の枠組みで取り上げられることの尐なかった「アジアと
ヨーロッパにおける帝国と周辺：複雑性、偶発性、因果性」をテーマと
し、日欧における著名な講師が多様な観点から講義を行うとともに若
手研究者による発表の機会を提供した。参加者アンケートにおいても
6割以上が講義は先端的だったと評価し、6割以上がセミナーの開催
目的は十分に達成されたと回答しているように、セミナーの質を維持
することができた。

適切な事業の実施

　先端科学シンポジウムについては、日本開催と相手国開催のいず
れにおいても、集中的な議論を行うとともに参加者間の交流を深める
ことができるよう、相手国側共催機関と共通理解を持った上でプログ
ラムを実施し、参加者アンケートにおいては9割以上がシンポジウム
の構成を高く評価した。また、日本開催においては、企画提案のプレ
ゼンテーションを含めた入札により、適切な会場選定に努めた。
　日欧先端科学セミナーにおいては、実施業務の一部を九州大学に
委託することにより、効率的に事業を実施することができた。
　リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業では、参加者の募集・審
査に電子申請システムを導入し、申請者・審査員の利便性向上を
図った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(4)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(４)　アジア・アフリカ諸国との交流

①アジア・アフリカにおける研究教育拠点の形成支援等
　アジア・アフリカ諸国との共同研究拠点形成を推進するため、拠点大学交流事業、アジア研究教育拠点事業、
アジア・アフリカ学術基盤形成事業を実施する。また、中韓の対応機関との協議に基づき、日中韓フォーサイト
事業を実施する。

②アジア科学技術コミュニティ形成戦略事業
　我が国が主導的立場に立ってアジアにおける科学技術コミュニティを形成することを目的とし、「アジア学術
振興機関長会議」「HOPEミーティング」「機動的国際交流」など多層的なネットワーク形成を支援する各事業
を、文部科学省と連携しつつ戦略的に実施する。

③論文博士号取得希望者への支援事業
　論文提出により我が国の博士号取得を希望するアジアの若手研究者を支援する事業を実施する。

④アジア学術セミナーの開催
　アジアの若手研究者に最新の学術成果を紹介する「アジア学術セミナー」を中国・インド・韓国それぞれの対
応機関と協力して開催する。

⑤科学技術研究員派遣支援システム調査
　政府開発援助と連携した科学技術研究員派遣事業の実施において、我が国と開発途上国との共同研究ニーズの
調査・分析及び候補案件を形成するためのマッチングを行うとともに、有識者による運営委員会を開催し派遣候
補者を選定する。

③アジア諸国の論文博士号取得希望者153人に対して学位取得のための研究に必要な支援を行った。具体的に
は、論博研究者の来日に係る旅費・滞在費等を支給するとともに、日本人研究指導者の現地での論博研究者に対
する指導のための旅費等を支給した。平成22年度分の公募では、アジア・アフリカ諸国から101名の申請があ
り、その中から40名を新規に採用した。
　
④アジア学術セミナーは、中国（長沙）、韓国（ソウル）、日本（横浜）において、それぞれ中国科学院、イン
ド科学技術庁、韓国研究財団と共催でスクール形式のセミナーを実施した。

⑤文部科学省、外務省及び（独）国際協力機構(JICA)と連携し実施する科学技術研究員派遣事業において、我が
国と開発途上国との共同研究ニーズの調査・分析を行い、国内研究者に対し本事業のスキームや開発途上国の研
究ニーズに関する分析情報を提供した。また、文部科学省、外務省、JICA、国内研究者等の関係者間での連絡調
整を行うとともに、我が国と開発途上国双方の研究者のマッチングを行うことにより、具体的候補案件形成過程
を支援した。開発途上国協力や科学技術政策に知見を有する外部有識者等から構成される運営委員会において
は、我が国の科学技術振興、科学技術外交の観点及び学術的観点を踏まえ、地球規模で問題解決に取り組むべき
9案件を採択し、JICA専門家として現地で活動を行う派遣候補研究者23名を選定した。

①拠点大学交流事業では、8カ国の9対応機関を通じ、12件の交流支援を行った。また、平成17年度に開始した日
中韓フォーサイト事業、アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業の公募を引き続き行い、
新規採択19件を含む57件の交流支援を行った。また、各事業においては、中間評価・終了時評価・事後評価を実
施した。

②平成21年7月に第1回アジア学術振興機関長会議共同シンポジウムを名古屋大学にて開催した。アジア地域から
学術振興機関8機関の協力の下、約130名の研究者、機関代表者が参加し、アジア地域の生物多様性研究の振興、
人材育成、ネットワーク強化における課題とそれに対する相互協力の可能性について議論を行った。また、平成
21年10月に、韓国研究財団主催で開催された第3回アジア学術振興機関長会議に参加し、会議では国際的な人材
流動化や地域共通課題の解決の必要性などを背景とした人材育成における課題と取り組みについての発表、意見
交換等を行った。また、平成21年9月に第2回HOPEミーティングを神奈川県（元箱根）で開催した。アジア地域の
14ヶ国・地域から選抜された化学（及び物理学・生物学を含む）分野の100名の大学院生が参加し、野依良治組
織委員長をはじめとする10名のノーベル賞受賞者、著名研究者らによる講演・討議、ポスター発表等を通じて、
次世代の研究者同士のネットワークの構築を行った。第2回HOPEミーティング開催前日にはプレイベントとし
て、国立科学博物館の共催、毎日小学生新聞の協力により、HOPEミーティングに参加する講演者・大学院生と小
中学生が交流するHOPEミーティングJr.を開催した。
　このほか、防災・感染症などのアジア地域の共通課題の解決や地域における世界的な研究ネットワークの構築
を支援するため、機動的国際交流を17件実施した。また、アジア地域との研究ネットワーク構築の基盤とするべ
くアジア留日経験研究者データベース（Japan-Asia Research Community Network: JARC-Net)の本格運用を開始
した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(4)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

適切な課題選定および評価の実
施

・以下のとおり3事業の募集・選定を行い、新規課題19件を採
択した。
①日中韓フォーサイト事業：採択予定件数2件、申請件数4件、
採択課題数2件
②アジア研究教育拠点事業：採択予定件数5件、申請件数24
件、採択課題数5件
③アジア・アフリカ学術基盤形成事業：採択予定件数10件、申
請件数43件、採択課題数11件

・以下のとおり4事業について中間評価・終了時評価・事後評
価を実施した。（A～Dの4段階評価）また、評価結果を6か月以
内にHP上で公表した。
①拠点大学交流事業：平成20年度終了6課題について事後評価
の実施　6課題がB評価となった。
②日中韓フォーサイト事業：平成18年度開始1課題について終
了時評価の実施　C評価となり、2ヶ年の延長が決定した。
③アジア研究教育拠点事業：平成19年度開始3課題について中
間評価の実施　3課題がB評価となった。
④アジア・アフリカ学術基盤形成事業：平成20年度終了5課題
について事後評価の実施　5課題がB評価となった。

アジア諸国とのコミュニティ形成
（の深化）

・運営については、高い学識や経験を有する有識者による「運
営委員会」の下でアジア諸国の実情に詳しい専門家により構成
される「コーディネーター会議」を今年度は6回開催し、各種
事業の企画検討と各種交流ニーズや政策的要請に機動的に対応
した形での機動的国際交流の実施に対応した。
・第1回アジア学術振興機関長会議共同シンポジウムを平成21
年7月に、8機関の協力（自国参加者の渡航費を負担）により開
催した。アジア地域の生物多様性研究の振興、人材育成、ネッ
トワーク強化における課題とそれに対する相互協力の可能性に
ついて議論を行いその結果をとりまとめた（その結果は第3回
アジア学術振興機関長会議に報告された）。
・平成21年10月に韓国にて開催された、第3回アジア学術振興
機関長会議に参加した。会合では、試験的に行った共同シンポ
ジウムを今後も継続して行うことと共に、第4回会議を平成22
年秋にマレーシアにて開催することが合意され、各国持ち回り
での継続開催の方向性を作ることができた。
・第2回HOPEミーティングでは、平成20年2月に開催した第1回
の経験と実績をもとに、企画内容の改善、広報活動の充実に努
め、その結果、第1回よりも多くのノーベル賞受賞者（5名から
7名に）、参加者（13ヶ国・地域の81名から14ヶ国・地域の100
に）を得ることができた。また今回から海外協力機関による資
金面での協力（参加者の渡航費用の負担）を得ており、今後の
継続的開催の基盤を作ることができた。
・機動的国際交流事業については、前年度の14件から17件実施
と3件増し、研究者間のネットワーク形成等の為の事業を機動
的に実施した。
・アジア留日経験研究者データベースでは、各大学・研究機関
の国際交流担当窓口や、振興会のアジアとの交流事業参加者に
案内を送付するなど周知活動を行った結果、約560名の登録を
得ることができた。

Ａ

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(4)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

論文博士号取得支援を通じたア
ジアの若手研究者育成への寄与

　論文博士号の取得を希望する153人のアジア若手研究者に対
し経費支援を行い、5年以内に70%以上が博士号を取得した。ま
たウェブサイトや出版物を活用したフォローアップを通じ、ア
ジア地域の研究人材の育成に寄与した。

アジア地域における研究者養成
とネットワーク構築

　アジア諸国の学術支援機関との協力により、アジアの若手研
究者を対象とした短期集中型のセミナーを予定通り3カ国との
間で1件ずつ開催し、最新の学術動向を紹介することを通じ
て、アジアの若手研究者の育成と人的ネットワークの構築に寄
与した。

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－３　学術に関する国際交流の促進のための事業の
重点化」
②外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費の全額
を負担しているが、平成19年度から23年度までの間にこれを段階的に廃止し、公募により相手
国に対等な負担を求める方式による事業へと転換する。

「整理合理化計画　別表【学術の国際交流事業の促進事業】」
　○外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費を全
額負担しているが、国の財政依存度を引き下げるため、平成23年度までの間に段階的に廃止
し、公募により相手方に対等な負担を求める方式による事業へと転換する。また、効率的かつ
効果的な業務運営の観点から、事業開始から長期間経過した事業や応募件数の尐ない小規模事
業については、費用対効果の検証を行うなど、不断の見直しを行う。

　拠点大学交流事業を相手国にマッチングファンドを求める形式へ移行する方針を段階的に実
現し、平成21年度をもって5交流が終了した一方、マッチングファンド方式の事業により、平成
21年度は7交流が開始した。

開発途上国の研究ニーズをふま
えたきめ細かな派遣候補研究者
のマッチング・選定

　外務省の在外要望調査で高い優先項位のついた案件に関し、
派遣候補の国内研究者やその他関係者との連絡調整や情報交
換、さらには派遣候補者との現地調査実施を通じ、日本と途上
国双方の研究ニーズマッチングと具体的候補案件形成支援を
行った。また、外部有識者等から成る運営委員会を機動的に7
回開催し、我が国の科学技術振興、科学技術外交及び学術的観
点から、地球規模で問題解決に取り組むべき全9案件（JICA専
門家として派遣される研究者計23名）を選定した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(4)）

（5）評価資料

①アジア・アフリカにおける研究教育拠点の形成支援等
・平成22年度日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤形成事業募集要頄
・日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤形成事業申請・採用状況一覧
・平成21年度拠点大学交流事業/日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤
形成事業事務手続きの手引き
・平成21年度拠点大学交流事業/日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤
形成事業評価の実施について
・平成21年度拠点大学交流事業/日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤
形成事業評価報告書・評価結果

②アジア科学技術コミュニティ形成戦略事業
平成20年度委託事業完了報告書・委託業務成果報告書、平成21年度委託業務完了報告書
ＨＯＰＥミーティングパンフレット

③論文博士号取得希望者への支援事業
・論文博士号取得希望者に対する支援事業　平成21年度分・募集要領【公募要領】
・平成22年度論博研究者　申請・採用状況【申請採用状況】
・平成21年度論文博士号取得希望者に対する支援事業　事務手続きの手引き【手引】
・平成21年度研究進展状況一覧【研究進展状況】

④アジア学術セミナーの開催
・平成21年度アジア学術セミナー事務手続きの手引き

⑤科学技術研究員派遣支援システム調査
・平成21年度採択案件一覧
・平成21年度実績報告書
・平成21年度科学技術研究員派遣事業要頄（非公募）
・科学技術研究員派遣事業パンフレット
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(5)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(５)　研究者の招致

①全般的な取組み
　我が国の大学等の研究者からの要請に基づき、共同研究等を実施するため、研究者のキャリアステージに沿
い、その経歴及び訪問目的に即し、優れた外国人研究者を我が国に招へいする事業を実施する。
　とりわけ、我が国が世界をリードする研究分野において、若手の外国人研究者に対して我が国の卓越した研究
者の指導・監督の下で研究に従事する機会を提供することにより、優れた外国人研究者を確保する。
また、個々の研究者の招へいに加え、柔軟かつ多様な方法により、研究環境の一層の国際化を目的とした研究者
を招致するため、大学等研究機関における組織的な招へいの機会を設ける。

②外国人特別研究員事業
　外国人特別研究員については、多様な国からの招へいを着実に図る。とりわけ、欧米諸国からの若手研究者の
招へいについては、招へい期間を柔軟に設定し、また海外研究連絡センターを通じた広報活動を積極的に行うこ
とにより、優秀な若手研究者の確保に努める。
　また、振興会事業を終えて帰国した研究者のネットワーク強化を図るべく、世界10カ国において形成された研
究者コミュニティによる活動への支援を拡充するとともに、その他の国においても新たな研究者コミュニティの
形成を推進する。
　長期に来日する研究員に対しては、我が国での研究生活を円滑に開始するためのオリエンテーションを来日直
後に実施するとともに、「来日外国人研究者のための生活ガイドブック」の配布や日本語研修支援等のフェロー
サービスを行い、日常生活面においても支援する。
　更に、我が国の将来を担う高校生等を対象に、科学や国際社会への関心を深めさせることを目的とし、外国人
研究者が高等学校等において、自身の研究活動や母国について英語で講義を行うサイエンス・ダイアログを実施
する。

①　全般的な取組み
　さまざまなキャリアステージの外国人研究者を我が国に招へいする事業として、外国人特別研究員事業（一般
／欧米短期／サマー・プログラム）、外国人研究者招へい事業（短期／長期）、著名研究者招へい事業を実施。
また、個人招へい型事業に加え、大学等学術研究機関における組織的な招へいの取組みを支援する「若手研究者
交流支援事業」を国際機関（ASEAN事務局）からの受託事業として実施することにより、多様な招へい方法を整
備し、大学等のニーズに即した効果的な研究者養成を図った。

② 外国人特別研究員事業
　多様な国からの招へいを目指し、特に欧米諸国からの若手研究者を確保するため、欧米短期やサマー・プログ
ラムを積極的に実施した。それにより、外国人特別研究員事業（一般／欧米短期／サマー・プログラム）におい
て、計85の国・地域から1,515名の研究者を受け入れた。
　特に、海外研究連絡センターと後述の研究者コミュニティが協力して実施している大学等研究機関訪問や渡日
前オリエンテーションといった広報活動を積極的に支援し、欧米諸国の優秀な若手研究者により広く周知を行っ
た。
　研究者国際交流センターにおいて、来日直後の研究者に対し年7回にわたりオリエンテーションを実施すると
ともに、生活ガイドブックの作成・配布や日本語研修支援を行うことにより、日本での円滑な研究生活を支援し
た。
　振興会事業経験者による研究者コミュニティについては、既存の10ヶ国のコミュニティが行う諸活動（シンポ
ジウム・年次総会の開催、Webやニューズレターを通じた広報など）を支援するとともに、新たにフィンランド
及びタイにおいて研究者コミュニティを設立した。さらに、各国の研究者コミュニティに所属する研究者に対
し、再度来日して日本人研究者との研究協力関係を形成・維持・強化する機会を提供することを目的として、新
たに外国人研究者再招へい事業（BRIDGE Fellowship Program）を実施した。
　招へいした外国人研究者が、高等学校等において、研究活動や母国について英語で講義を行うサイエンス・ダ
イアログを延べ95回実施し、次世代を担う生徒の科学や国際社会への関心を深めることに貢献した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(5)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

評価の観点 達成度

『勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－３　学術に関する国際交流の促進のための事業の
重点化』
「①日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事業に重点をおくこととし、外国人特
別研究員事業の規模を縮小する（平成19年度）。」

『整理合理化計画　別表【学術の国際交流事業の促進事業】』
「○日本人の若手研究者に海外での研さん機会を付与する事業に重点を置くため、外国人特別
研究員事業の規模を縮小し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。」

　外国人特別研究員における予算の減額（平成20年度5,405百万円→平成21年度4,874百万円
△531百万円）により、規模を縮小した。

「日本学術振興会外国人特別研究員　平成21年度分・募集要頄」
「日本学術振興会外国人特別研究員（欧米短期）事業　平成21年度分・募集要頄」
「日本学術振興会外国人招へい研究者（短期）　平成21年度分・募集要頄」
「日本学術振興会外国人招へい研究者（長期）　平成21年度分・募集要頄」
「若手研究者交流支援事業―東アジア首脳会議参加国からの招へい―　平成21年度第1回　募集要頄」
「若手研究者交流支援事業―東アジア首脳会議参加国からの招へい―　平成21年度第2回　募集要頄」
「Exchange Program for East Asian Young Researchers (2009) -Invitation from EAS Member Countries-
Application Guidelines」
「Life in Japan for Foreign Researchers 2008-2009 来日外国人研究者のための生活ガイドブック」
「サイエンス・ダイアログプログラム'09-'10」
「サイエンス・ダイアログプログラム'10-'11」

多様なニーズに合わせた研究者
招致による研究環境整備

　大学院修士課程学生や博士号取得前後の若手研究者から、教
授級、さらにはノーベル賞級の研究者まで、幅広いキャリアス
テージの研究者に対し、計7つの事業枠組みを設けて実施し、欧
米諸国30ヶ国を含む計90ヶ国・地域から各事業の目的に合致した優
秀な研究者を招へいすることができた。その結果、200を超える国内
の大学・研究機関に対し、著名研究者による講演・助言等を受ける機
会や、若手研究者を組織的に受け入れる機会を提供し、国内研究者
の国際性の涵養に寄与した。また審査に関しては、公平・公正性を確
保するため、8領域の審査区分によるきめ細かい審査を実施した。

Ｓ

研究者コミュニティが行う活動
への積極的支援

　事業経験者によるコミュニティ（同窓会）の設立を促進し、
平成21年度中に、既存の10ヶ国に加え、2ヶ国（フィンラン
ド、タイ）において同窓会が新たに設立され、振興会事業経験
者のネットワークが世界規模で充実した。それにより、諸外国
において本会の事業の広報・普及が図られただけでなく、新た
に優秀な若手研究者の本会事業への参加を促進することができ
た。

研究活動面と日常生活面からの
支援

　来日後約3ヶ月以内の研究者を対象にオリエンテーションを
年7回開催し、日本における研究や生活について情報を提供し
た。また、来日前に生活ガイドブックを配布し、来日当初か
ら、スムーズな生活が可能となるよう支援した。

高校生に対する、科学や国際社
会への関心の啓発

　延べ95件（前年度比9件増）のサイエンス・ダイアログを実
施し、最先端の研究現場にいる外国人若手研究者が高校で英語
で授業を行う機会を設けることにより、高校生に対し、科学や国
際社会への関心を深めさせるだけでなく、将来の進路設計の一助と
なるまたとない機会を提供した。さらに外国人研究者の地域社会との
交流促進に寄与した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(6)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

大学等の研究環境国際化

　国際研究集会において、全体で80ヵ国以上の国の外国人研究
者が参加する等、国際的な意義が認められた。
　また、国外で開催される国際的な研究集会への派遣支援にお
いては、派遣された研究者から、海外研究者との交流や、研究
成果を国際的に広めることに貢献したなど肯定的な報告が多く
あるなど、当該派遣支援が有効に機能していることが確認でき
た。申請・審査においては、電子申請システムを改修し、申請
者の利便性向上、審査の迅速化（申請締切から結果通知まで平
均2ヶ月）に大いに貢献した。
　大学国際戦略本部強化事業においては、採択機関の国際化に
ついて支援を行うとともに、国内外の大学の国際化の取組をシ
ンポジウム等で広く共有・普及を行うことで、大学等の国際化
に寄与した。

Ｓ

海外研究連絡センターにおける
大学等の国際化促進のための活
動支援

　海外研究連絡センターにおける事務所の共同利用により、日
本の大学は海外研究連絡センターを活用することにより、大学
独自で活動するのに比べてより迅速で効率的が海外活動が可能
となっている。また、日本の大学の若手事務職員の海外実務研
修は、大学等において国際活動を担う事務体制の強化につなが
る国際業務担当職員の養成に大きく貢献している。

(６)　大学等における研究環境の国際化支援

　日本の大学の国際化を促進させるため、大学の職員養成のための取組等を支援する。我が国の大学等の研究者
が、国内で開催する国際的な研究集会への支援を行うとともに、国外で開催される国際的な研究集会への派遣支
援を行う。また、国内の大学等の国際化のための組織的な取組等の分析を行うとともに、諸外国における大学等
の国際化への取組等についての調査研究を踏まえ、大学等一般に適用可能な国際化に資するモデル開発を行う。
　また、海外研究連絡センターにおいては、各大学が主催するシンポジウムなどの実施や各大学の海外拠点の活
動を支援する。

　学術の国際協力を推進するため、我が国の研究者が国内で開催する国際的な研究集会の開催への支援を行い、
平成21年度は41件の支援を行った。
　併せて、外国開催国際研究集会への研究者派遣支援を実施し、304人に対して支援を行った。
　海外研究連絡センターにおいては、我が国の１４大学等が７研究連絡センター（ワシントン、サンフランシス
コ、ロンドン、ストックホルム、バンコク、北京及びカイロ）を海外事務所として活用し、海外拠点活動を展開
した。また、国立大学の若手事務職員に対して、欧米の海外研究連絡センターにおいて１年間の実務研修を実施
した。
　また、国立大学の若手事務職員に対して「国際協力員」として欧米の海外研究連絡センターにおいて、１年間
の実務研修を実施した。国際協力員には１年間の海外実務研修期間にテーマを設定し、調査報告を行う研修を実
施している。調査報告は、国際学術交流研修海外実務研修報告集として作成し、学術の国際動向の把握に役立っ
ている。
　文部科学省からの「大学国際戦略本部強化事業（研究環境国際化の手法開発）」に関する総括業務受託者とし
ての当該事業のモデル開発等を引き続き実施し、最終報告書を公表した。また、公開シンポジウムを開催し、我
が国の大学の国際化を推進するために必要な施策について有識者の意見を広く一般に発表した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(6)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

国際研究集会平成21年度分募集要頄
国際学会等派遣事業平成21～22年度募集要頄

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(7)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価
評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

事業の評価・改善についての検
討状況

　国際事業委員会、学術システム研究センターを活用し、事業
の審査・評価体制の公正性・透明性をより一層向上させた。ま
た、海外の学術振興機関との連携により、国際交流事業の改善
に向けての検討を行うことができた。

Ｓ
カイロ、ナイロビ研究連絡セン
ターの活動状況の検証

　海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、交
流相手のニーズ・特性、我が国の研究者の意見を考慮しつつ活
動状況を検証し、現地学術機関との連携強化、学術情報の発
信・収集体制の整備等を実施した。平成21年度は、エジプトに
おいて、現地学術機関と二国間交流事業（共同研究・セミ
ナー）に関する覚書を締結。ケニアでも同様の覚書締結に向け
て学術交流を発展させた。

ワシントン事務所の共同運用の
検討

　海外研究連絡センター（ワシントン）については、科学技術
振興機構ワシントン事務所との共同設置・運用に向けて、科学
技術振興機構と共同でプロジェクトチーム等を設置し、具体的
な物件等を検討の上、平成22年3月1日より両事務所の共同運用
を開始した。

「整理合理化計画　別表【支部・事業所等の見直し】」
○海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、効率的な業務運営の観点から、独
立行政法人評価委員会による評価等を踏まえながら、活動状況の検証に努め、廃止等見直しを
検討する。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　我が国の
大学等の活動支援」
　増大するアフリカ地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、欧米諸国等のセンター
と同じように活動量を重視した運営ではなく、当該地域における拠点性など質的な要素につい
ても留意した運営へと転換を図った上で、学術動向や海外情報収集に努め、機能の充実を図っ
ていく必要がある。

(７)　事業の評価と改善

　学術システム研究センター等の機能を活用しつつ、国際共同研究の基本的な方向性についての検討を行う。ま
た、事業開始から長期間経過した事業や応募件数の尐ない小規模事業について、研究者へのサービス向上を図る
観点から検討を行う。併せて、海外の学術振興機関との間で事業の有効性・適切性の相互評価など、事業の成果
及び効果を把握するための手法の検討を行う。
　また、カイロ、ナイロビの両研究連絡センターについては、効率的な業務運営に努めつつ、増大するアフリカ
地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、当該地域における拠点性など質的な要素についても留意した
運営へと転換を図り、学術動向の収集・発信機能の充実に努める。
　なお、ワシントン研究連絡センターについては、独立行政法人科学技術振興機構のワシントン事務所の機能に
も着目しつつ、効率的な運営の観点から、同事務所の共同設置・運用に向けた検討を行う。

　事業の実施に当たっては、国際事業委員会において海外の学術動向や国際情勢等を総合的に勘案した審査・評
価を行うとともに、学術システム研究センターを活用することにより、審査・評価体制の公正性・透明性の向上
を一層図るべく、新規事業の募集・審査等の在り方について詳細に議論するとともに、書面審査結果の分析・検
証を行った。また、海外の学術振興機関との二国間の会談、各種のシンポジウム等の機会を通じてのお互いの事
業の実施方法やその効果等についての意見交換を踏まえ、各種事業の在り方の検討や改善等を行った。諸外国の
学術振興機関との協定に基づいて実施している二国間交流事業においては、交流形態の変更等、相手国学術振興
機関との間で事業の検討・見直しを行った。さらに、学術システム研究センター主任研究員から構成される「国
際事業のあり方に関する検討タスクフォース」を平成21年度に新たに設置し、各種事業の在り方や改善等につい
ての検討を開始した。
　海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、現地学術機関との連携強化、学術動向の収集・発信
を行うとともに、アフリカ地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、研究者のフィールドワーク支援を
実施するなど当該地域における拠点性を生かした効率的な業務運営を行った。
　海外研究連絡センター（ワシントン）については、科学技術振興機構ワシントン事務所との共同運用に向け
て、科学技術振興機構と共同でプロジェクトチーム等を設置し、会議室の共用によるコスト削減等を通じて効率
的な運営を行うため、平成22年3月1日より両事務所の共同運用を開始した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(7)）

（5）評価資料

独立行政法人日本学術振興会第二期中期計画、文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実
績に関する評価

見直し状況

　海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、交流相手のニーズ・特性、我が国
の研究者の意見を考慮しつつ活動状況を検証し、現地学術機関との連携強化、学術情報の発
信・収集体制の整備等を実施した。平成21年度は、エジプトにおいて、現地学術機関と二国間
交流事業（共同研究・セミナー）に関する覚書を締結。ケニアでも同様の覚書締結に向けて学
術交流を発展させた。

　海外研究連絡センター（ワシントン）については、科学技術振興機構ワシントン事務所との
共同設置・運用に向けて、科学技術振興機構と共同でプロジェクトチーム等を設置し、具体的
な物件等を検討の上、平成22年3月1日より両事務所の共同設置・運用を開始した。

　諸外国の学術振興機関との協定に基づいて実施している二国間交流事業においては、交流形
態の変更等、相手国学術振興機関との間で事業の検討・見直しを行っている。

　平成21年度には、先進７ヶ国の学術振興機関が地域的規模の課題に関する国際共同研究を、
同時に募集・審査・採択する全く新しい試みについて合意し、公募を開始した。
　また、我が国における学術の将来を担う国際的視野、経験に富む優秀な研究者を育成するた
め、日本の若手研究者が「リンダウ・ノーベル賞受賞会議」に参加することを支援する事業で
ある、リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業を新たに始める等様々な新しい事業を行って
いる。

　平成21年度から、学術システム研究センターの主任研究員で構成される国際事業のあり方に
関するタスクフォースチームを設置し、主要な国際事業の成果の把握や検証を行っている。

答申・提言等
による

指摘事頄

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第２　他の法人との更なる連携の強化等」
　また、両法人の海外事務所については、それぞれの機能に着目しつつ、効率的な運営の観点
から、ワシントン事務所について、共同設置・運用とすることとする。

「整理合理化計画　別表【学術の国際交流事業の促進事業】」
　また、効率的かつ効果的な業務運営の観点から、事業開始から長期間経過した事業や応募件
数の尐ない小規模事業については、費用対効果の検証を行うなど、不断の見直しを行う。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　国際交流事業全般に関する見直しを現時点で行うことは適切な判断であると評価できる。
何事も時間が経つにつれて、関係者や経験者だけの狭い範囲でしか機能しなくなるなど、 制度
として不本意な方向に進んでしまうことがある。したがって、適切にスクラップ＆ビルドする
ことが重要である。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　大型競争的資金が、他方で国際交流を易しくしている現状では、学術振興会の国際交流のあ
り方について、新しい試み、例えば、優れた研究を行った融合分野や、新分野の若手にウエイ
トを置くなどを、提案することなども望みたい。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
②（ハ）学術国際交流事業については、海外の学術振興機関との連携を図るなど、事業改善に
向けての検討が行われているが、事業実施による成果及び効果等について検証することが課
題。（頄目別－P10参照）
③（ハ）学術国際交流事業については、海外の学術動向の把握など海外連絡研究センター等の
機能を活用しつつ、事業全般についての成果の把握や効果の検証に努めるべき。（頄目別－P10
参照）

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（学術に関
する国際交流の促進　（7）事業の評価と改善）」
・学術システム研究センター等の機能を活用しつつ、事業の審査・評価体制の公正性・透明性
をより一層向上させるとともに、海外の学術振興機関との連携により、国際交流事業の改善に
向けての検討を行っているが、引き続き、国際交流事業全般についての効果の検証をし、基本
的方向性についての検討を進めることが重要である。

103
107



自己点検・外部評価全体シート（第1-5）

掲載箇所 中期計画 ９頁 年度計画 １１頁 事業報告書 ９６頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　５　学術の応用に関する研究の実施

５　学術の応用に関する研究の実施
　様々な学術的・社会的要請に応えるとともに、我が国の学術及び社会の発展や社会問題の解決につながるよう
な学術研究を行う。

①人文・社会科学振興プロジェクト研究事業
　平成１４年６月の文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会の報告を受け、グローバル化、情報化が進む
中、現代社会において人類が直面している問題の解明と対処のため、人文科学や社会科学を中心に各分野の研究
者が協働して、学際的・学融合的に取り組む「人文・社会科学振興プロジェクト研究」を推進する。この研究成
果を社会への提言として発信することにより、新たな学問分野、領域を開拓し、人文・社会科学の活性化に寄与
する。また、研究者間のネットワークの形成、研究成果の公開、社会提言等のため、公開シンポジウム、共同研
究セミナーなどを行う。
　なお、本事業については、平成２０年度に終了する。

②異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業
　異なる分野の研究者との共同研究を推進し、異なる分野の研究手法等を導入することにより、確立された従来
の研究手法から脱却して、方法論的な観点から既存の知の体系の根源的な変革や飛躍的な進化（方法的革新）を
目指す、人文・社会科学研究の振興を図る。

　文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会「人文学および社会科学の振興について（報告）－「対話」と
「実証」を通じた文明基盤形成への道－」（平成21年1月20日）において、我が国の人文・社会科学の課題の一
つである「研究の細分化」を克服し、人文・社会科学研究の飛躍的な発展を促進するためには、学際的・学融合
的な共同研究を推進することが必要であるという点を踏まえ、平成21年度から「異分野融合による方法的革新を
目指した人文・社会科学研究推進事業」を実施している。
　同事業では、既存の学問・研究分野にとらわれずに、異なる分野の知見や方法論を取り入れた人文・社会科学
における「異分野融合型共同研究」を推進することで、人文・社会科学研究の新たな展開と発展に資することを
目指す。

５　学術の応用に関する研究の実施（p.106-107）

　事業に専門家の意見を適切に反映させるため、有識者で構成する事業委員会とともに、事業の企画・立案の検
討を行う組織として、学術システム研究センターに作業班を設置した。
  推進する研究領域（テーマ）の選定において、有識者の意見を得て設定する「課題提案型研究領域」と研究者
からの提案に基づき設定する「公募型研究領域」の区分を設けた。
　このように、事業の企画・立案・公募領域の設定方式を適切に行った結果、採択予定件数10件に対して131件
という多数の応募があり、事業の趣旨に合致した優れた研究領域（テーマ）を採択することができた。
　本事業では、研究実施にあたって、振興会の事業として初めて複数年契約の形態を取ることにより、研究費の
年度間繰越を認め、弾力的な経費執行を可能にした。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-5）

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：その他の事業（学術の応用に関する研究の実施）】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

100,581 65,485
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ｓ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業は、平成21年度より新
たに実施したものであるが、有識者で構成する事業委員会や学術システム研究センターに設置
した作業班による適切な制度設計の結果、多様な可能性を含んだ研究領域（テーマ）を受け付
けることができた。また、各種事業の公募・審査・評価業務の経験を生かして、適切に公募要
領や審査要頄を定めるとともに、自然科学分野を含め、バランスに配慮した審査委員を配置す
ることで公平・適正な審査となった。その結果、事業の目的に沿った研究領域（テーマ）を厳
選して採択することができた。さらに不採択理由を開示するとともに、審査結果の公表等の情
報を、振興会のホームページ等を通じて積極的に社会へ情報提供を行うなど、透明性の確保に
も配慮した。また、振興会の事業として初めて研究費の年度間繰越を可能にすることで、経費
の無駄の排除や効果的・効率的な執行が促進されるようにした。これらにより、新しい人文・
社会科学の振興に寄与するための事業を実施することができた。

Ｓ

　人文・社会科学振興プロジェクト研究事業については、「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事
業の改廃に関する勧告の方向性について』における指摘事頄を踏まえた見直し案」（平成18年12月15日文部科学
省）において指摘されたとおり、平成20年度をもって事業を終了した。
　異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業については、我が国の人文・社会科学研
究の課題の一つである「研究の細分化」を克服し、人文・社会科学研究の飛躍的な発展を促進するため、中期計
画に定められている異分野融合型の共同研究を推進する事業として平成21年度から新たに実施することで、人
文・社会科学研究の振興に寄与している。

  異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業は、有識者で構成する
事業委員会や学術システム研究センターの作業班による制度設計の結果、多様な研究領域
（テーマ）を受け付けることになった。また、これまでの公募・審査・評価業務の経験を生か
して、適切に公募要領や審査要頄を定めるとともに、自然科学分野を含め、バランスに配慮し
た審査委員を配置することで公平・適正な審査となった。その結果、事業の目的に沿った研究
領域（テーマ）を採択することができた。　さらに不採択理由の開示や審査結果の公表等の情
報を、振興会のホームページ等を通じて積極的に社会へ情報提供を行うなど、透明性の確保に
も配慮している。また、研究費の年度間繰越は、経費の無駄の排除や効果的・効率的な執行が
確保された。これらにより、新しい人文・社会科学の振興に寄与すると考えられる。人文・社
会科学推進事業は、方法的革新だけでなく地道な集大成（コルプス）編纂などもきわめて重要
であり、将来の課題として検討を望む。

Ｓ
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（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率性

　学術システム研究センターの作業班と事業委員会を設置する
ことにより、事業の企画から審査・配分まで約６ヶ月で行い、
効率的に事業を実施した。
　審査にあたっては、人文・社会科学の研究者が異分野の研究
者と連携して実施する異分野融合型共同研究が申請されること
から、人文・社会科学分野のみならず、自然科学分野における
専門知識・経験を有する委員を事業委員会に適正に配置するこ
とにより、効率的な審査を実施した。
　また、審査を効率的に行うため、セキュリティに十分な配慮
をしつつ、｢研究提案書｣等をCD-Rを主とした電子媒体による提
出方法とし、審査の効率性を図り、申請機関の事務的負担の軽
減に努めた。
　さらに、書面審査においては紙媒体による審査表ではなく、
セキュリティに十分な配慮をしつつ、電子ファイルによる審査
結果入力とすることにより、審査委員の作業負担やミスの軽減
を図るとともに、事務局における審査結果の集計作業の効率
化・迅速化を図ることができた。
　また、研究実施にあたって、振興会の事業として初めて複数
年契約の形態を取ることにより研究費の年度間繰越を認め、弾
力的な経費執行を可能とした。

有効性

　本事業の実施にあたっては、有識者の意見を得て設定する
「課題設定型研究領域」と研究者からの提案に基づき設定する
「公募型研究領域」による構成とすることで、本事業の趣旨に
合った成果が期待できる研究領域（テーマ）を効果的に設定す
ることができた。

Ｓ

５　学術の応用に関する研究の実施

○　異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業
　人文科学・社会科学を中心に異分野の融合を図り、方法的革新を通じて既存の知の体系の根源的な変革や飛躍
的な進化を目指した、「総合研究」を推進する。
　平成２１年度は、学識経験者等で構成する委員会を組織し、適切な企画を行うとともに、その実施を図る。

　既存の学問・研究分野にとらわれずに、人文・社会科学における「異分野融合型共同研究」を推進することに
より、人文・社会科学研究の新たな展開と発展に資することを目指して、有識者の意見を得て設定する「課題設
定型研究領域」と、研究者からの提案に基づき設定する「公募型研究領域」で構成する本事業を平成21年度より
新たに開始した。
　平成21年7月に開催した異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業事業委員会（以
下、「事業委員会」という。）にて決定した審査要頄を公表し、「課題設定型研究領域」については8件の提
案、「公募型研究領域」については131件の申請を受け付け、事業委員会において客観的で公平・公正な第三者
評価による審査を実施した。
　その結果、「課題設定型研究領域」については2件、「公募型研究領域」については11件の計13件の研究領域
（テーマ）を採択した。
　また、振興会の事業として初めて複数年契約の形態を取ることにより、研究費の年度間繰越を認め、弾力的な
経費執行の促進に努めた。

評価の観点 達成度

106
110



自己点検・外部評価個別シート（第1-5）

　

　

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業実施要頄
異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業公募要領
異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業審査要頄
異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業事業委員会名簿

公正性・透明性

　平成21年度の採択にあたっては、事前に審査要頄を公表し、
それを踏まえた異分野融合による方法的革新を目指した人文・
社会科学研究推進事業事業委員会による、公平かつ公正な審査
を実施した。
　「課題設定型研究領域」は有識者からの提案を基に設定を検
討するが、審査方法については、「公募型研究領域」と同様に
書面・ヒアリング審査を実施することで、公正性・透明性に配
慮している。
　なお、審査に係る審議は非公開としているが、審査終了後
は、各機関・研究者への審査結果の開示を行っている。
　また、振興会のホームページにおいても審査結果に加えて、
審査要頄、事業委員会委員名簿等関係情報について積極的に公
表しており、審査の透明性にも配慮している。
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掲載箇所 中期計画 １０頁 年度計画 １１頁 事業報告書 ９７頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：その他の事業（学術の社会的連携・協力の推進）】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

280,150 282,860
 （単位：千円）

○支援対象における研究の発展
　産学協力総合研究連絡会議における設置及び設置継続のヒアリング・審議を踏まえ、委員会の活動の改善が図
られた。また、産学協力研究委員会が出版物の刊行やシンポジウムを実施するなど、成果が着実に現れている。

○社会的ニーズへの対応
　産業界委員と学界委員が構成する61の産学協力研究委員会及び3つの研究開発専門委員会を実施し、各委員会
において産業界・学界のそれぞれの要請や研究動向について情報提供や意見交換を行い、産学協力・連携による
研究の進展や社会的ニーズに対応している。

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　６　学術の社会的連携・協力の推進

６　学術の社会的連携・協力の推進
　学術の社会的連携・協力の立場から、学界と産業界との連携によって発展が期待される分野や、その推進の方
法・体制等について検討する総合研究連絡会議を開催する。大学等の研究のシーズ及び産業界の研究のニーズに
応じた情報交換、交流促進を図るための場、また学界と産業界の連携による若手研究者の人材育成の場としての
産学協力研究委員会等の設定、連携・協力支援のための事業を実施する。
　国内外の研究者を集めてのセミナー、シンポジウムを開催するとともに研究成果の刊行を通じて、これら研究
委員会の研究成果を発信する。

　学術の中核的機関である振興会は、学術の社会的連携・協力の推進方策として、学術研究に寄せられている学
界及び産業界の多用な社会的要請を踏まえて学界と産業界との協力による研究を促進するため、本事業を推進す
る必要がある。

６　学術の社会的連携・協力の推進（p.110-111）
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6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　「産学協力総合研究連絡会議」において産学協力による研究を促進するための方策を検討す
るとともに、委員会の設置継続に関する審査や中間・終了報告を行い、委員会の活動内容につ
いて適切に検証している。
　また、産学協力研究委員会及び研究開発専門委員会では、学界と産業界の研究動向やニーズ
を踏まえた事業が実施されているとともに、適切な運営がなされている。
　なお、5年毎に行う設置継続の審査については、これまで昭和42年以降に設置された産学協力
研究委員会(38委員会)を対象に実施してきたが、平成22年度以降、全ての委員会(61委員会)に
実施するよう見直しを行った。

Ａ

　学術の社会的連携・協力の推進を図るため、大学、企業等の研究者・技術者が学界・産業界のそれぞれの要請
や研究動向について情報交換等を行い、連携を図る場として、将来の技術開発上重要な課題を選定し、学界と産
業界の第一線の研究者を構成員とする「産学協力研究委員会」を設置しており、平成22年3月末現在、61委員会
が活動している。
　また、産学協力研究委員会等諸事業を拡充強化するとともに、産学協力諸事業を長期的展望のもとに全体とし
てより総合的、組織的に推進する趣旨で「産学協力総合研究連絡会議（議長：西澤潤一　学校法人上智学院顧
問・上智大学特任教授）」を設置し、審議を行った。
　「研究開発専門委員会」は、産学協力研究による研究開発を促進するため、将来の発展が期待される分野から
選定した課題について専門的に調査審議を行うものであり、平成22年3月末現在では3つの委員会が設置されてい
る。
　さらに、産学協力研究委員会で蓄積された成果発信として出版物の刊行及び産学協力によるシンポジウムを開
催した。

  産業界と学会双方の委員で構成される61の産学協力研究委員会と3つの研究開発専門委員会が
組織され、産業界・学会のそれぞれの要請や研究動向について情報交換や意見交換がなされ、
学術研究の進展や社会的ニーズへの対応がなされている。
  また、産学協力総合研究連絡会議において、各委員会の活動報告ならびに5年毎の継続必要性
などのヒアリング・審議が行われ、委員会活動の改善が図られている。特に、古くから設置さ
れている委員会については、活性化の度合いが不透明になることもあるので、今後、設置継続
の審査において適切に審査されることを期待する。

Ａ
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（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率性

　産学協力研究委員会については、産学協力総合研究連絡会議
において活動状況報告及び5年ごとの継続の必要性等について
の審議を行っている。同会議の審議は、継続する委員会の活動
方針及び内容に反映させている。

Ａ

有効性

　各委員会の課題及び内容については、研究者の要望・ニーズ
及び研究者の発意に即したものになっている。
　産業界のニーズと学界のシーズを結びつけるとともに、学界
と産業界のインターフェースを充実・強化するため、産学協力
諸事業に対し、適切かつ有効な支援を行っている。
　また、上記の点により、平成22年3月現在、3つの研究開発専
門委員会と61の産学協力研究委員会が設置されており、産学協
力・連携による研究の進展やブレークスルーに寄与している。

公正性・透明性

　産学協力総合研究連絡会議における産学協力諸事業の審査・
評価は、ヒアリング及び合議により、適切かつ公正に行われて
いる。
　産業界でニーズの高いテーマ及び産学協力により発展が期待
されるテーマについて、産学協力総合研究連絡会議で委員会を
設置して支援を行っている。
　各委員会の設置や設置期限については、規程及び振興会の
ホームページにおいて明示している。

６　学術の社会的連携・協力の推進

　学界と産業界の第一線の研究者等からのボトムアップによる発意に基づき、自由な研究発表、情報交換を行う
場を提供し、産学協力の橋渡しを行う。
・産学協力総合研究連絡会議
　産学協力研究委員会等諸事業の充実強化を図るとともに、学界と産業界との学術の社会的協力によって発展が
期待される分野やその推進方策を検討する。

・産学協力研究委員会
　産学の研究者の要請や研究動向に関し幅広い角度から自由に情報・意見交換を行うとともに、蓄積された成果
発信の場として国際シンポジウム等の開催、活動成果の刊行を行う。

・研究開発専門委員会
将来発展が期待される分野及び解決すべき課題について、専門的な調査審議を行う。

　学術の社会的連携・協力の推進を図るため、大学、企業等の研究者・技術者が学界・産業界のそれぞれの要請
や研究動向について情報交換等を行い、連携を図る場として、将来の技術開発上重要な課題を選定し、学界と産
業界の第一線の研究者を構成員とする「産学協力研究委員会」を設置しており、平成22年3月末現在、61委員会
が活動している。
　また、産学協力研究委員会等諸事業を拡充・強化するとともに、産学協力諸事業を長期的展望のもとに全体と
してより総合的、組織的に推進する趣旨で「産学協力総合研究連絡会議（議長：西澤潤一　学校法人上智学院顧
問・上智大学特任教授）」を設置し、産学協力研究委員会の設置継続に関する審議等を行った。
　さらに、産学協力研究委員会で蓄積された成果発信として、出版物の刊行や産学協力によるシンポジウムの開
催を行った。
　「研究開発専門委員会」は、産学協力研究による研究開発を促進するため、将来の発展が期待される分野から
選定した課題について専門的に調査審議を行うものであり、平成22年3月末現在では3委員会が設置されている。

評価の観点 達成度
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（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

　 

（5）評価資料

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（頄目別
－11）」
　我が国の産業競争力の強化を進める上で重要な役割を果たしており、着実な実施を望む。

　上記の指摘も踏まえ、研究開発専門委員会及び産学協力研究委員会に対して支援を行い、事
業の着実な実施に努めている。

産学協力　学術の社会的連携・協力の推進　パンフレット
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掲載箇所 中期計画 １０頁 年度計画 １１頁 事業報告書 １００頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　７　国の助成事業に関する審査・評価の実施

７　国の助成事業に関する審査・評価の実施
　国の助成事業の審査・評価については、国の定めた制度・方針に従って、審査・評価における公正さ、透明
性、信頼性、継続性を確保しつつ、実効性のある評価を実施する。

①２１世紀ＣＯＥプログラム
　国の助成事業である「２１世紀ＣＯＥプログラム（研究拠点形成費等補助金（研究拠点形成費））」につい
て、世界最高水準の研究教育拠点を学問分野毎に形成するとともに、国際競争力のある個性輝く大学づくりを推
進することを目的とし、①当該拠点の研究教育活動の実績、及び②大学の将来構想及び当該拠点を形成するため
の構想・計画を評価する。
　各プログラムについては期間終了後に事後評価を実施する。
　なお、本事業に係る業務は、平成２１年度に終了する。

②グローバルＣＯＥプログラム
　国の助成事業である「グローバルＣＯＥプログラム（研究拠点形成費等補助金（研究拠点形成費））」につい
て、我が国の大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、国際的に卓越した研究基盤の下で世界をリードする創
造的な人材育成を図るため、国際的に卓越した教育研究拠点の形成を重点的に支援し、もって、国際競争力のあ
る大学づくりを推進することを目的として、教育研究拠点を形成するための構想・計画を審査・評価する。
　また、採択されたプログラムについては２年経過後に中間評価を実施するとともに、期間終了後に事後評価を
実施する。

③「魅力ある大学院教育」イニシアティブ
　国の助成事業である「『魅力ある大学院教育』イニシアティブ（研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成
費））」について、創造性豊かな優れた若手研究者の養成に関連する構想・計画の評価を行う。
　また、採択されたプログラムについては期間終了後に事後評価を実施する。
　なお、本事業に係る業務は、平成２０年度に終了する。

④組織的な大学院教育改革推進プログラム
　国の助成事業である「組織的な大学院教育改革推進プログラム（研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成
費））」について、社会の様々な分野で幅広く活躍する高度な人材を養成するための大学院における国際的水準
のコースワークの充実等の優れた組織的・体系的な教育の取組に関連する構想・計画の審査・評価を行う。
　また、採択されたプログラムについては期間終了後に事後評価を実施する。

⑤質の高い大学教育推進プログラム
　国の助成事業である「質の高い大学教育推進プログラム（大学改革推進等補助金（大学改革推進事業））」に
ついて、大学教育改革を一層推進し、知識基盤社会を担う優れた人材を養成するための大学等における教育の質
向上に向けた優れた取組に関連する構想・計画を審査する。
　なお、本事業にかかる審査業務については、平成２０年度に終了する。

⑥大学教育推進プログラム
　国の助成事業である「大学教育推進プログラム（大学改革推進等補助金（大学改革推進事業））」について、
社会の発展を支える優れた資質能力を備えた人材を養成するため、学士力の確保や教育力向上のための各大学等
の実践を促し、達成目標を明確にした効果が見込まれる取組に関連する構想・計画を審査する。
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2．意義・必要性

3．年度計画

⑦世界トップレベル研究拠点プログラム
　国の助成事業である「世界トップレベル研究拠点プログラム（国際研究拠点形成促進事業費補助金）」につい
て、高いレベルの研究者を中核とした研究拠点構想を集中的に支援し、世界中の第一線の研究者が、是非そこで
研究をしたいとして集まってくるような、優れた研究環境と高い研究水準を誇る「目に見える拠点」の形成を目
的として、国際的視点から、その審査業務・評価業務・管理業務を行う。その際、プログラムを担当するＰＤ・
ＰＯを配置し、専門的な観点からプログラムの進捗状況を管理する。

⑧政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進
　国の「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」及び「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学
研究推進事業」（科学技術試験研究委託事業）について、政策や社会の要請に応じた人文・社会科学分野のプロ
ジェクト研究を大学等の研究ポテンシャルを積極的に活用して実施し、研究成果を社会へと発信することを目的
として、この事業の実施に必要な審査業務・評価業務・プロジェクト管理業務等を行う。

⑨国際化拠点整備事業（グローバル３０）
　国の助成事業である「国際化拠点整備事業（グローバル３０）（国際化拠点整備事業費補助金）」について、
我が国の大学が科学技術・学術・文化の振興に貢献するため国際的に魅力的な水準の教育研究を提供するととも
に、留学生と切磋琢磨する中で国際的に活躍できる高度な人材を育成するための環境整備を図り、もって、大学
の国際競争力を強化し、我が国の国際競争力の向上に資する取組に関連する構想・計画の審査・評価を行う。
また、採択されたプログラムについては２年経過後に中間評価を実施するとともに、期間終了後に事後評価を実
施する。

　国の助成事業の審査・評価について、国の定めた制度・方針に従い、審査・評価における公正性、透明性、信
頼性、継続性を確保しつつ、実効性のある評価を第3者機関として実施。

７　国の助成事業に関する審査・評価の実施
（１）２１世紀ＣＯＥプログラム（p.116-117）
（２）グローバルＣＯＥプログラム（p.118-119）
（３）組織的な大学院教育改革推進プログラム（p.120-121）
（４）質の高い大学教育推進プログラム（p.122）
（５）大学教育推進プログラム（p.123）
（６）世界トップレベル研究拠点プログラム（p.124-125）
（７）政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進（p.126-127）
（８）国際化拠点整備事業（グローバル３０）（p.128-129）
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4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：審査・評価】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

521,273 420,954
 （単位：千円）

6．自己点検評価
評定

（１）21世紀COEプログラムについては、事後評価を行い、評価結果を各拠点に示すことにより、補助事業終了
後の持続的展開と水準の向上に寄与するとができたと考える。また、活動の成果等を社会に公表することによ
り、他の大学における改革の参考となるとともに、各拠点の先導的な活動を周知することができた。

（２）グローバルCOEプログラムについては、21世紀COEプログラムの審査・評価の経験を生かし、より優れた拠
点を選定するとともに、中間評価により拠点形成の目的が十分達成されるよう適切な助言を行うことができた。
また、補助金の適正配分に資するため、中間評価結果を文部科学省に報告し、文部科学省においては、中間評価
結果を考慮した補助金の配分がなされた。

（３）組織的な大学院教育改革推進プログラムについては、「魅力ある大学院教育」イニシアティブの審査・評
価の経験を生かし、我が国の大学院教育の実質化に資する、より優れた取組を選定することができた。

（４）質の高い大学教育推進プログラムについては、選定された取組を広く社会に公表することにより、他の大
学等に対して我が国の高等教育の質の向上に関する取組を周知することができた。

（５）大学教育推進プログラムについては、質の高い大学教育推進プログラムの審査・評価の経験を生かし、我
が国の高等教育の質保証の強化に資する、より優れた取組を選定することができた。

（６）世界トップレベル研究拠点プログラムについては、プログラム・ディレクター及びプログラム・オフィ
サーによる適切な指導・助言等を行うとともに、海外の研究者を含む作業部会による現地視察において適切な
フォローアップを行うことができた。

（７）政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進については、事業を効率的・効果的に推進するた
め、各種事業の審査・評価の経験を生かし、評価・管理業務を行うことができた。

（８）国際化拠点整備事業（グローバル３０）については、各種事業の審査・評価の経験を生かし、我が国を代
表する国際化拠点となる大学を選定することができた。

　各種事業の公募・審査においては、各事業ごとの目的を達成できるよう、適切に審査要頄等
を定めるとともに、バランスに配慮した審査委員を選考し、公平・公正な審査を行うことがで
きた。
　また、審査をできる限り効率的に行うために、電子審査システムの構築や、ヒアリング審査
においてはパソコンに直接入力する電子審査・集計システムの導入等を行い、効率的な審査業
務ができた。
　中間評価・事後評価においては、中立・公正な評価に努めたほか、改善すべき点や今後の適
切な方向性を示すことにより、各事業のさらなる充実に寄与することができた。
　各事業における審査結果の公表等の情報については、振興会のホームページ等を通じて積極
的に社会へ情報提供を行い、今後の研究・教育体制の構築に活用された。
　以上のように、各事業の目的に即して適切な審査・評価を実施することができただけでな
く、各事業の成果をより高めることに寄与できたと評価している。

Ｓ
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7．自己点検評価結果の推移
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ｓ Ｓ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価
評定

  ２１世紀ＣＯＥプログラムおよびグローバルＣＯＥプログラムについて、前者は事後評価
を、後者は事前審査と中間評価を適切な審査体制と審査手項により、公正性・透明性を確保し
つつ極めて効率よく的確に実施したと認められる。
　組織的な大学院教育改革推進プログラムについて、事前評価と審査を電子媒体を用いた電子
審査システムを用いて、効率良くしかも迅速かつ正確に実施した。審査にあたっては、幅広く
多面的な観点から大学院教育の取り組みを評価し、設置形態も考慮した公平かつ公正な審査を
実施したと認められる。
　質の高い大学教育推進プログラムについても特に優れた大学教育改革の取り組みをホーム
ページに掲載し、我が国の高等教育の質の向上に資する情報を広く周知した。
　大学教育推進プログラムについて、「大学部会」「短期大学部会」「高等専門学校部会」に
分けて、効率的かつ公平・公正な審査を行った。
　世界トップレベル研究拠点プログラムについては、実施中の事業のフォローアップシステム
の高度化を行い、より適切に実行している。また、新規採用の準備を行った。
　政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進についても、５つのプロジェクトの
最終評価を適切に行った。
　国際化拠点整備事業についても、新規公募を行い、国公私バランスも考慮し、適切に選定
し、その一部について実地視察を行った。
　以上、振興会は国の助成事業に関する審査・評価を適切に実施している。ただし、制度上の
問題として、プログラム数が多岐にわたっているために分かりにくい状況になっている。振興
会だけでは解決できないが、今後の制度見直しに期待したい。

Ｓ

　中期計画に定められている各事業の業務を適切かつ十分に達成している。
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（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率性

　平成16年度採択拠点の事後評価では、各委員の役割を明確化
して、委員の負担軽減に努めた。
　また、評価を効率的に行うため、平成16年度採択拠点の事後
評価に係る調書提出にあたっては、｢提出カード・拠点組織表｣
のみならず、｢事業結果報告書｣等調書をセキュリティに十分な
配慮をしつつ、CD-Rを主とした電子媒体による提出方法にする
など、評価対象機関の事務的負担の軽減及び評価の効率化を
図った。

有効性

　平成16年度採択拠点の事後評価では、設定された目的に沿っ
て拠点形成計画が効果的に達成されたか、また、中間評価結果
による留意事頄への対応が適切に行われたかについて評価する
とともに、その結果を各拠点に示すことにより、補助事業終了
後の研究教育活動の持続的展開及びその水準の向上とさらなる
発展に資するよう、適切な助言を行うことを目的とした。
　また、各拠点の活動の成果等を明らかにし、社会に公表する
ことにより、各拠点での研究教育活動が広く国民の理解と支援
が得られるよう促進していくことを併せて目的とし、専門的観
点から事後評価を実施した。
　事後評価結果は、今後の施策等の検討に資することを目的と
し、文部科学省に報告するとともに、各拠点に開示した。ま
た、評価終了後、各拠点の活動の成果等と事後評価結果を報告
書として取りまとめ、ホームページにて広く社会に公開した。

Ａ

（１）21世紀COEプログラム

　国の助成事業である「２１世紀ＣＯＥプログラム」について、専門家による委員会を開催し、評価等を行う。
　平成２１年度は、平成１６年度に採択されたプログラムの事後評価を行う。
　その際、２１世紀ＣＯＥプログラム委員会、同総合評価部会及び同審査・評価部会において、専門家による公
正な評価体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、適切かつ円滑な運営を図りつつ、情報公開に努め
る。

　平成21年度における本事業は、平成16年度に採択され、事業を終了した28件の研究教育拠点について、設定さ
れた目的に沿って拠点形成計画が効果的に達成されたか、また、中間評価結果による留意事頄への対応が適切に
行われたかについて事後評価を行うとともに、その結果を各拠点に示すことによって、補助事業終了後の研究教
育活動の持続的展開及びその水準の向上とさらなる発展を促した。さらに、各拠点の活動成果等を社会に公表す
ることで、各拠点での研究教育活動が広く国民の理解と支援が得られるようにした。

評価の観点 達成度
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（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

21世紀COEプログラム評価要頄
21世紀COEプログラム委員名簿

公正性・透明性

　平成16年度採択拠点の事後評価にあたっては、平成21年6月
～11月にわたる十分な評価期間を確保し、29名の評価部会委員
により書面評価を行い、必要に応じて現地調査を実施した。
　評価における委員の遵守事頄等については、利害関係者の排
除等に加え、大学からの貴重な情報資料(事業結果報告書等)の
管理・保護等の遵守についても配慮している。
　評価に係る審議は非公開とし、その経過についても委員への
守秘義務が課せられているが、評価終了後においては、評価結
果の公表とともに、ホームページにおいて評価要頄、評価委員
名簿等関係情報の開示を積極的に行っており、透明性にも配慮
している。
　また、事後評価における評価プロセスの透明性、評価結果の
正確性を確保する観点から評価対象大学に意見申立ての機会を
設け、申立てがあった場合には、その内容とそれに対する対応
をホームページに合わせて掲載している。
　なお、振興会のホームページから採択拠点のホームページへ
リンクさせることにより、各拠点の活動状況についても広く社
会に対する情報発信に努めている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(2))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率性

　審査・評価を効率的に行うため、セキュリティに十分な配慮
をしつつ、｢計画調書｣等をCD-Rを主とした電子媒体による提出
方法とし、審査・評価の効率性を図り、申請機関及び中間評価
実施機関の事務的負担の軽減に努めた。
　また、書面審査及びレフェリー評価においては紙媒体による
審査表ではなく、セキュリティに十分な配慮をしつつ、イン
ターネット上で審査結果を入力できる電子審査システムを使用
することにより、審査委員の作業負担やミスの軽減を図るとと
もに、事務局における審査結果の集計作業の効率化・迅速化を
図ることができた。

有効性

　グローバルCOEプログラムの従来の審査方針に、
①21世紀COEプログラムに採択されている拠点については、21
世紀COEプログラムで期待された成果が十分に得られているこ
と。
②他の大学等との連携による取組については、その連携が拠点
形成に必要不可欠であること。
の２つを条件として加えることとした。それにより、拠点規模
の大小にとらわれることなく、計画の将来性や発展性を重視し
つつ、教育研究活動の実績も加味しながら審査を行い、特定の
学問分野、研究領域等に偏らず、幅広い分野を適切に選定し
た。
　また、平成19年度採択拠点に対する中間評価にあたっては、
専門家や有識者による事業の進捗状況等の確認や事業目的達成
のための助言に加え、国際的に卓越した教育研究拠点として真
に将来の発展が見込まれるかについて評価した。
　中間評価結果は各拠点に開示するとともに、文部科学省に報
告し、文部科学省において中間評価結果を考慮した補助金の配
分が実施された。
　また、評価終了後、各拠点の中間評価結果及び進捗状況等を
報告書として取りまとめ、ホームページにて広く社会に公開し
た。

Ｓ

（２）グローバルCOEプログラム

　国の助成事業である「グローバルＣＯＥプログラム」について、専門家による委員会を開催し、審査・評価を
行う。
　平成２１年度は、新たに公募するプログラムの審査・選定を行うとともに、平成１９年度に採択されたプログ
ラムの中間評価を行う。
　その際、グローバルＣＯＥプログラム委員会を開催するとともに、専門分野の部会を設け、専門家による公正
な審査・評価体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、適切かつ円滑な運営を図りつつ、情報公開に努
める。

　平成21年度における本事業は、新規募集したプログラムの審査・選定とともに、新たに過去に採択したプログ
ラムの中間評価を開始した。
　新規募集したプログラムについては、平成21年2月に85の国公私立大学から受け付けた145件の申請について、
グローバルCOEプログラム委員会が策定した審査方針等に基づいて、分野別審査・評価部会(「学際、複合、新領
域」分野)において審査を開始した。部会においては、客観的で公平・公正な第三者評価による審査を実施し、
平成21年5月に開催したグローバルCOEプログラム委員会において、9大学9件の拠点形成計画を選定した。
　過去に採択したプログラムについては、平成19年度に採択された63件の教育研究拠点について、事業開始から
2年経過後に、本事業の進捗状況等を確認した上で、事業の効果的な実施が図られるよう適切な助言を行うとと
もに、国際的に卓越した教育研究拠点として真に将来の発展が見込まれるかを評価し、その結果を補助金の適正
配分に反映させるための中間評価を実施した。さらに、平成20年度に採択された68件の教育研究拠点についての
評価要頄等をグローバルCOEプログラム委員会において決定した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(2))

　

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料 　

該当なし

該当なし

グローバルCOEプログラム審査要頄
グローバルCOEプログラム評価要頄
グローバルCOEプログラム審査基準
グローバルCOEプログラム委員会委員名簿
グローバルCOEプログラムの概要

公正性・透明性

　平成21年度の選定にあたっては、より専門的かつ公正な書面
審査が行えるよう、日本人研究者延べ261名によるレフェリー
評価を行い、ヒアリング対象プログラムにおいては、国際競争
力を審査・評価する観点から外国人研究者延べ32名によるメー
ルレビューの評価を参考としつつヒアリングを行い、審査・評
価部会委員35名による公平かつ公正な審査を実施した。
　平成19年度採択拠点の中間評価にあたっては、平成21年3月
～9月にわたる十分な評価期間を確保し、104名の評価部会委員
による書面評価・ヒアリング評価を行い、必要に応じて現地調
査を実施した。
　また、公平・公正な審査・評価の徹底を図るため、審査・評
価委員の選考にあたっては、大学関係団体等から広く候補者の
推薦を求め、国公私大学等のバランス等を考慮した。
　審査・評価における委員の遵守事頄等については、利害関係
者の排除等に加え、大学からの貴重な情報資料(拠点形成計画
調書等)の管理・保護等の遵守についても配慮している。
　なお、審査・評価終了後には、文部科学省及び振興会ホーム
ページ等を通じて、選定結果及び中間評価結果の公表、各大学
への審査・評価結果の開示とともに、審査要頄、評価要頄、審
査基準、採択プログラム、審査結果・中間評価結果の概要及び
審査・評価委員の氏名等関係情報のホームページへの掲載につ
いても積極的に行っており、審査・評価の透明性にも配慮して
いる。
　また、振興会のホームページから採択拠点のホームページへ
リンクさせることにより、広く社会に対しての情報発信にも努
めている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(3))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率性

　平成21年度においては、平成20年度「大学院教育改革支援プ
ログラム」の実施における審査の実績を踏まえ、幅広く多面的
な視点により、当該大学院における教育活動を審査する観点か
ら、書面審査に際して、申請内容の分野の専門性に過度に偏ら
ないよう書面審査委員を適正に配置し、より効率的な審査を実
施した。
　また、書面審査においては紙媒体による審査表ではなく、セ
キュリティに十分な配慮をしつつ、インターネット上で審査結
果を入力できる電子審査システムを使用し、ヒアリング審査に
おいても、パソコンに審査結果を直接入力する電子審査・集計
システムを使用することにより、審査委員の作業負担やミスの
軽減を図るとともに、事務局における審査結果の集計作業の効
率化・迅速化を図ることができた。

有効性

　組織的な大学院教育改革推進プログラムは、事業の大学全体
の位置付けを踏まえ、課程の目的・役割(大学の設立の主旨・
経緯、教育理念、その他大学の特性(規模、地理的条件等)も考
慮)に照らして、国際的に魅力ある大学院教育が展開・実現さ
れるかという視点から、審査・選定した。

Ｓ

（３）組織的な大学院教育改革推進プログラム

　国の助成事業である「組織的な大学院教育改革推進プログラム」について、専門家による委員会を開催し、審
査等を行う。
　平成２１年度は、新たに公募するプログラムの審査・選定を行う委員会を開催するとともに、専門家による公
正な審査体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、適切かつ円滑な運営を図りつつ、情報公開に努め
る。

　平成21年度における本事業は、平成21年4月に開催した組織的な大学院教育改革推進プログラム委員会にて審
査要頄等を決定・公表し、平成21年5月に134の国公私立大学から163件の申請を受け付け、専門分野別の各部会
(｢人社系審査部会｣、｢理工農系審査部会｣、｢医療系審査部会｣)において審査を開始した。また、各部会において
は、客観的で公平・公正な第三者評価による審査を実施し、平成21年8月に開催した組織的な大学院教育改革推
進プログラム委員会において、27大学29件の教育プログラムを選定した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(3))

　

　

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

平成21年度組織的な大学院教育改革推進プログラム審査結果報告
（審査要頄、審査基準、書面審査基準、ヒアリング実施要領、プログラム委員会委員名簿等含む）

公正性・透明性

　平成21年度の選定にあたっては、審査部会専門委員及び書面
審査委員による具体的な審査体制を整備するとともに、審査方
針の明確化を図り、各大学の個性や特色、計画全体の将来性等
にも十分に考慮した審査頄目を策定し、審査要頄、審査基準と
して取りまとめたものを事前に公開している。
　また、幅広く多面的な観点から大学院教育の取組を審査する
ため、部会ごとに学問領域を考慮した分野横断的なヒアリング
チームの編成を行い、設置形態も考慮した公平かつ公正な審査
を実施した。
　また、公平・公正な審査の徹底を図るため、審査委員の選考
にあたっては、国公私大学や地域性等のバランスにも考慮し、
審査の公正性に努め、さらに、審査委員を対象とした説明会を
開催し、審査方針等についての共通理解の徹底に努めた。
　なお、審査終了後には、文部科学省及び振興会ホームページ
等を通じて、選定結果の公表、各大学への審査結果の開示につ
いて積極的に行うとともに、審査結果、教育プログラムの概要
及び審査委員の氏名等関係情報の提供についても積極的に行っ
ており、審査の透明性にも配慮している。
　また、振興会のホームページから選定取組のホームページへ
リンクさせることにより、広く社会に対しての情報発信にも努
めている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(4))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

　

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

効率性・有効性

　大学教育改革の推進及び活性化を目的として、選定取組の概
要等を振興会ホームページに掲載し、特に優れた大学教育改革
の取組を広く社会に情報提供することにより、我が国の高等教
育の質の向上に資する取組を周知することができた。

該当なし

該当なし

選定取組リンク集

（４）質の高い大学教育推進プログラム

　平成２０年度に審査を実施した、国の助成事業である「質の高い大学教育推進プログラム」については、採択
されたプログラムの情報公開に努める。

　平成21年度における本事業は、平成20年度に選定したプログラムについて、振興会ホームページにて審査結
果・選定取組の概要等を公表しており、情報公開に努めている。

評価の観点 達成度

122
126



自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(5))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

　
（4）指摘事頄に対する見直し状況
答申・提言等

による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

大学教育推進プログラム審査結果報告
（公募要領、同審査要頄、同審査基準、同書面審査基準、同ヒアリング実施要領、委員会委員名簿等含む）
大学教育推進プログラム審査結果報告別冊（選定取組の選定理由及び概要）

効率性

　大学教育推進プログラムの審査にあたっては、大学、短期大学、高
等専門学校から様々な教育の質向上を図る取組が申請されることか
ら、有識者による委員会の下に大学部会、短期大学部会、高等専門
学校部会を設け、それぞれの学校種の教育目標や課題に対する知
識・経験のある委員を適正に配置し、効率的な審査を実施した。
　また、書面審査においては紙媒体による審査表ではなく、セキュリ
ティに十分な配慮をしつつ、インターネット上で審査結果を入力できる
電子審査システムを使用し、ヒアリング審査においても、パソコンに
審査結果を直接入力する電子審査・集計システムを使用することに
より、審査委員の作業負担やミスの軽減を図るとともに、事務局にお
ける審査結果の集計作業の効率化・迅速化を図ることができた。

Ｓ有効性

　大学教育推進プログラムについては、大学、短期大学、高等専門
学校のそれぞれの目的や役割、機能の違い等を考慮の上、中央教
育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」（平成20年12月24
日）も踏まえ、達成目標を明確にした確実な計画のもとに、組織的に
大学等の学士力の確保・教育力の向上を図ろうとするもので、我が
国の高等教育の質保証の強化に資する取組を選定した。

公正性・透明性

　平成21年度の選定にあたっては、大学、短期大学、高等専門学校
の果たす目的や役割、機能の違い等を考慮しつつ、それぞれの人材
養成目的に沿い、達成目標を明確にした確実な計画のもとに教育の
質の向上を図り大学等の教育改革に資する取組を選定するために
適切な審査項目を策定し、審査要項、審査基準としてとりまとめたも
のを事前に公開することにより、公平かつ公正な審査を実施した。
　なお、審査終了後は、文部科学省及び振興会ホームページを通じ
て選定結果、選定取組の概要及び審査委員の氏名等関係情報の提
供についても積極的に行っており、審査の透明性にも配慮している。
　また、振興会のホームページから選定取組のホームページへリンク
させることにより、広く社会に対しての情報発信にも努めている。

（５）大学教育推進プログラム

　国の助成事業である「大学教育推進プログラム」について、専門家による委員会を開催し、審査を行う。
平成２１年度においては、公募するプログラムの審査・選定を行う委員会を開催するとともに、専門家による公正な審査体
制を整備し、透明性、信頼性を確保し、適切かつ円滑な運営を図りつつ、情報公開に努める。

　平成21年度における本事業は、平成21年4月に大学教育等推進事業委員会を開催し、審査要項等を決定の上、平成21
年5月に441校の国公私立大学、短期大学、高等専門学校から649件の申請を受け付け、各学校種の部会(｢大学部会｣、｢
短期大学部会｣、｢高等専門学校部会｣)による審査を開始した。また、各部会等においては、客観的で公平・公正な第三者
評価による審査を実施し、平成21年9月に開催した大学教育等推進事業委員会において選定候補を決定し、文部科学省
で95校96件の教育プログラムが選定された。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(6))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率性
　PD及びPOを設置し、適切な指導・助言が行えるよう配慮しつ
つ、効率的にフォローアップを行っていくためにプログラム委
員会の下に、POを主査とする作業部会を拠点ごとに設置した。

有効性

　「目に見える拠点」の構築を確実に図るため、委員の半数を
外国人とする作業部会による現地視察を行い、拠点長等との意
見交換を行う等、拠点構想を十分に勘案しつつ、国際的な視点
も含めながらフォローアップにあたった。
　現地視察の際には、「研究水準・融合領域の創出・国際的な
研究環境の実現・研究組織の改革」という4つの観点から進捗
状況の確認を行うため、拠点長によるプレゼンテーションに加
えて、主任研究者による研究発表を6名から9名に拡大したほ
か、拠点構想に参画している外国人研究者及び日本人若手研究
者との面談を実施するなどきめ細やかなフォローアップを行っ
た。
　また、現地視察の他に、PD及びPOのみで拠点を訪問する機会
を設けることで、効果的な指導・助言体制を構築し、適切な拠
点管理の実施に努めた。

Ｓ

（６）世界トップレベル研究拠点プログラム

　国の助成事業である「世界トップレベル研究拠点プログラム」について、専門家による委員会を開催するとと
もに評価業務・管理業務を実施する。
　平成２１年度は、平成１９年度に採択された５拠点についてのフォローアップ・管理業務を行う。
　その際、プログラムを担当するＰＤ・ＰＯを配置し、専門的な観点からプログラムの進捗状況を管理する。

　平成19年度に開始された本事業については、文部科学省より委託を受け、審査業務・評価業務・管理業務を
行っている。平成21年度は、平成19年度より設置しているプログラム・ディレクター(PD)及び各拠点担当のプロ
グラム・オフィサー(PO)を中心としたフォローアップ業務・管理業務を実施し、さらに平成22年度の新規公募を
開始した。
　フォローアップ業務・管理業務については、平成21年度の進捗状況の確認のために、PDと拠点ごとに設置され
た作業部会(POが主査)による各拠点への現地視察を行い、その結果をとりまとめ、平成22年3月に開催された
PD・PO及び拠点長等による連絡会議においてその内容を報告した。
　また、拠点構想の進捗状況の把握や適切な管理のため、PD・PO会議を7回開催した。
　平成22年度の公募については、平成22年1月に公募・審査に関する作業部会を開催し、審査要領等を決定の
上、平成22年2月に公募を開始した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(6))

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

○研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等
に関する法律（平成20年6月11日法律第六十三号）（国際的に卓越した研究開発等の拠点の整
備、充実等）
　第十九条　国は、国際的視点に立った研究開発力の強化を図るため、国の資金により行われ
る研究開発等の実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発
等に係る環境の整備、一の研究開発等における多数の研究開発機関の研究者等の能力の活用そ
の他の国際的に卓越した研究開発等を行う拠点の整備、充実等に必要な施策を講ずるものとす
る。

　指摘事頄を踏まえつつ、事業を推進している。

世界トップレベル研究拠点プログラム（WPIプログラム）フォローアップ基本方針
世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム委員会委員リスト
「世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム」プログラム・ディレクター(PD)及びプログラム・オフィサー
(PO)リスト
世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム作業部会主査及び作業部会委員一覧
世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム公募要領
世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム審査要領

公正性・透明性

　公平・公正なフォローアップの徹底を図るため、作業部会委
員の選定にあたっては、利害関係者の排除に加え、機関等から
の貴重な情報資料の管理・保護等の遵守について配慮してい
る。
　なお、作業部会が行う現地視察の結果については、そのプロ
セスの公正性、透明性を確保する観点から、事前に各拠点に報
告し、意見申立ての機会を設けている。
　また、振興会のホームページにおいて、プログラム委員名
簿、各拠点から提出された報告書等関係情報の提供について積
極的に行っており、透明性にも配慮しているほか、PRパンフ
レットを作成する等、事業の積極的な発信も図っている。
　平成22年度の新規公募にあたっては、「目に見える研究拠
点」の形成が確実に図られる可能性が高く、かつ研究達成目標
等の研究内容も魅力的な構想を採択するために、適切な審査要
領を策定し、事前に公開することで審査の公正性・透明性にも
配慮している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(7))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率性

　「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」の最終
評価について、世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事
業事業委員会の下に、評価対象分野における有識者4名からな
る各プロジェクト研究の評価チームにより構成される評価委員
会を置くことにより、専門性の高い評価を効率的に実施した。

有効性

　「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」につい
ては、プロジェクト研究ごとに研究コーディネーターを配置
し、フォローアップを行うとともに、研究コーディネーターの
主宰するプロジェクト全体の研究連絡会において、各研究プロ
ジェクトの進捗状況の確認や意見交換を行うことにより、事業
としての統一性を図ることに努めた。
　「近未来における課題解決を目指した実証的社会科学研究推
進事業」については、プロジェクト研究ごとにプログラム・
ディレクター(PD)、プログラム・オフィサー(PO)を配置するこ
とで、効果的な指導・助言体制を構築し、適切なプロジェクト
管理の実施に努めた。

Ａ

（７）政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進

　国の「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」及び「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学
研究推進事業」について、評価業務・プロジェクト管理業務を実施する。
　平成２１年度は、最終年度の課題について評価を行うとともに、選定課題についてプロジェクト管理を行う。
　その際、専門家による公正な評価体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、適切かつ円滑な運営を図
りつつ、情報公開に努める。

　本事業については、平成20年度より文部科学省の委託を受け、審査業務・評価業務・管理業務を行っている。
平成21年度は「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」及び「近未来の課題解決を目指した実証的社
会科学研究推進事業」について、評価・管理業務を行った。
　「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」では、本事業の評価及び管理に関する事頄の調査審議を
行うための事業委員会に加えて評価委員会を設置し、平成22年3月に平成18年度採択のプロジェクト研究1件、平
成19年度採択のプロジェクト研究4件について最終評価を実施した。
　また、「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」においては、プロジェクト研究の進捗状況を把握
し、指導・助言などの支援を行うために研究コーディネーターを設置し、事業としての統一性を図るとともに、
研究推進上の課題等について情報交換を行うため、研究代表者等を交えた研究連絡会を実施した。
　「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学研究推進事業」では、プロジェクト研究の進捗状況を把握し、
技術的助言等を行うためにプログラム・ディレクター(PD)とプログラム・オフィサー(PO)を設置し、プロジェク
ト研究の管理を行った。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(7))

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

○「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」
　評価要領、面接評価実施要領、事業委員会名簿、評価委員会名簿、研究コーディネーター名簿

○「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学研究推進事業」
　事業委員会名簿、プログラム・ディレクター(PD）、プログラム・オフィサー（PO）名簿

公正性・透明性

　公平・公正な評価を実施するため、評価委員の選定にあたっ
ては、利害関係者の排除に加え、機関等からの貴重な情報資料
の管理・保護等の遵守について配慮している。
　評価に係る審議は非公開とし、その経過についても委員への
守秘義務が課せられているが、評価終了後は、各機関・研究者
への評価結果の開示を行っている。
　また、振興会のホームページにおいて評価結果に加えて、評
価要領、各委員会委員名簿等関係情報の提供についても積極的
に行っており、評価の透明性にも配慮している。
　さらに、振興会のホームページから研究プロジェクトのホー
ムページへリンクさせることにより、広く社会に対しての情報
発信にも努めている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(8))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率性

 幅広く多面的な視点により、大学の国際化を総合的に審査す
る観点から、書面審査に際しては大学の国際化や留学生支援に
対する知見を有する審査委員を適正に配置し、より効率的な審
査を実施した。
　また、書面審査においては紙媒体による審査表ではなく、セ
キュリティに十分な配慮をしつつ、効率的に審査結果を入力で
きるフォーマットを使用し、審査委員の作業負担やミスの軽減
を図るとともに、事務局における審査結果の集計作業の効率
化・迅速化を図ることができた。

Ｓ
有効性

　国際化拠点整備事業は、我が国を代表する国際化拠点となる
大学を選定・支援するという事業目的を踏まえ、文部科学省が
定めた公募要領に基づき、①留学生受入人数、②海外拠点、③
英語コース、④達成目標等について、実績及び構想の２つの視
点から審査・選定した。
　また、「教育再生懇談会第１次報告（平成20年5月26日）」
を踏まえ、地域配置や国公私バランスにも配慮して拠点大学を
選定した。

公正性・透明性

　平成21年度の選定にあたっては、各大学の機能に応じた質の
高い教育の提供と、海外の学生が我が国に留学しやすい環境を
提供する構想計画を選定するために、達成目標の実現性にも十
分考慮しつつ策定した審査要頄、審査基準等を事前に公開し、
公平かつ公正な審査を実施した。
　なお、審査終了後は、文部科学省及び振興会ホームページ等
を通じて選定結果、各大学への審査結果の開示、選定された拠
点大学の構想概要及び審査委員の氏名等関係情報の提供につい
ても積極的に行っており、審査の透明性にも配慮している。

（８）国際化拠点整備事業（グローバル３０）

　国の助成事業である「国際化拠点整備事業（グローバル３０）」について、専門家による委員会を開催し、審
査を行う。
　平成２１年度は、公募するプログラムの審査・選定を行う委員会を開催するとともに、専門家による公正な審
査体制を整備し、透明性、信頼性を確保し、適切かつ円滑な運営を図りつつ、情報公開に努める。

　平成21年度に開始された本事業は、文部科学省が定めた公募要領を踏まえ、平成21年4月に国際化拠点整備事
業プログラム委員会にて審査要頄等を決定の上、平成21年5月に22の大学から申請を受け付け、大学の国際化に
精通した有識者からなる審査部会において、客観的で公平・公正な第三者評価による審査を実施し、平成21年7
月に開催した国際化拠点整備事業プログラム委員会において、13大学を採択した。
　さらに、平成22年2～3月には、採択大学の事業実施状況の把握と今後の本事業の展開の参考とするため、採択
大学の内5大学への実地視察を行った。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(8))

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

国際化拠点整備事業審査要頄
国際化拠点整備事業審査基準
国際化拠点整備事業ヒアリング実施要領
国際化拠点整備事業プログラム委員会委員名簿
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自己点検・外部評価全体シート（第1-8）

掲載箇所 中期計画 １２頁 年度計画 １３頁 事業報告書 １０６頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

― ―
 （単位：千円）

　学術システム研究センターでは、研究員が所属する研究機関との受託研究契約による研究活動を通じ、研究員
自身の専門領域のみならず、全般的な学術の振興を見据え、国内外の振興方策や研究動向についての調査・分析
を行い、現状の課題や今後の方向性を明らかにし、事業展開に反映させた。
　特に、科研費及び特別研究員・外国人特別研究員の審査員選考は、学術システム研究センターの研究員が、前
年度の審査結果を検証した上で実施したが、その際、研究員の調査・研究成果を生かすことにより、公正かつ適
切に行うことができた。
　なお、海外での調査にあたっては、必要に応じ海外研究連絡センターの協力を得て実施している。
　海外研究連絡センターでは、海外における現地拠点として、諸外国における学術動向に関する情報収集を任務
としており、関係各課や文部科学省からの依頼により、欧米を中心とした海外研究連絡センターにおいて、当該
国及び周辺諸国の学術交流機関や大学の訪問調査等を行った。

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　８　調査・研究の実施

８　調査・研究の実施
　学術システム研究センターの研究員を中心に、諸外国における学術振興施策の状況、国内外の学術研究の動向
等、振興会の業務運営に関して必要な調査・研究を実施する。諸外国の学術振興施策については、欧米主要国等
における学術振興に関する基本的政策、研究助成システム、研究者養成に対する考え方、国際交流の戦略等につ
いて、関係機関のホームページや文献、現地調査、海外研究連絡センターとの連携などにより、調査を適宜実施
し、情報の収集、分析を継続的に行う。
　学術研究の動向については、研究者の動向を含め、各種報告書、学術ジャーナル、国内外のシンポジウムへの
出席、関連研究者との意見交換等により、調査を適宜実施し、情報の収集、分析を継続的に行う。特に、学術シ
ステム研究センターの研究員全員に専門分野についての学術動向研究を依頼し、毎年度報告を受けるとともに、
結果をとりまとめ、事業に活かす。また、最新の学術動向等の調査研究の成果を踏まえつつ、国際的な競争のも
と、我が国が今後先導していくべき研究を発掘し、事業の企画・立案に反映させる。これらの成果については、
必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表する。

　学術システム研究センターでは、人文・社会科学及び自然科学に至る全ての学問領域に対応する学術システム
研究センター研究員（任期3年）が、研究動向等の調査・研究を実施し、その成果に基づき、研究者自らが振興
会の各種事業に対し、提案・助言等を行うこととしている。本調査・研究は、今後の振興会の事業展開を図る上
で必要不可欠である。

８　調査・研究の実施（p.132-133）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-8）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　学術システム研究センターでは、研究員自身の専門領域のみならず、全般的な学術の振興を
見据え、国内外の振興方策や研究動向についての調査・分析を行い、現状の課題や今後の方向
性を明らかにし、事業展開に反映させているが、個々の研究員の発意に基づく調査・研究を行
うことにより、全ての学問領域にわたって機動的・効率的に研究活動を実施している。
　また、研究員の所属機関と受託研究の契約を締結することにより、研究費の経理管理を適切
に行っている。
　さらに、学術システム研究センターの構成員による検討の成果を取りまとめた論文をホーム
ページにおいて公表するなど、成果の公開等にも努めている。
　また、海外研究連絡センターでは、海外における現地拠点として、諸外国における学術動向
に関する情報収集を任務としており、文部科学省などからの依頼により、欧米を中心とした海
外研究連絡センターにおいて、当該国及び周辺諸国の学術交流機関や大学の訪問調査等を行っ
た。

Ａ

　110課題について委託研究契約に基づく研究を依頼し、その結果について報告書の提出を受けた。今後、これ
らの報告書を整理したうえ、学術システム研究センターの構成員や関係部局等で供閲し、これからの事業実施に
活用していく予定である。また、調査・研究による成果は、ホームページにおいて公開するなど成果の普及・活
用にも努めており、学術システム研究センターを活用した調査・研究を適切に実施できた。

　我が国における学術研究の振興を目的とする振興会にとって、諸外国の学術振興施策の状
況、国内外の学術研究の動向、自らの業務運営に必要な事頄等を調査・研究することは、極め
て重要である。
　主にその任を担っている学術システム研究センターは、本年度も効率的・効果的に当該業務
を実施している。また、海外研究連絡センターは、諸外国の学術交流機関や大学に対する訪問
調査等により、海外学術情報の収集・分析に鋭意努めている。今後、海外学術情報の重要性は
ますます増大することから、海外研究連絡センターはより質の高い情報を迅速に収集できる体
制へと整備を急ぐ必要がある。なお、学術の動向に関する調査分析等に関しては、日本学術会
議等も進めており、効率性・効果性の観点から、そうした機関との連携強化を期待する。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-8）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

８　調査・研究の実施

　学術システム研究センターの研究員を中心として、海外研究連絡センターとの連携による諸外国における学術
振興施策の状況調査及び国内外の学術研究動向、研究者動向等の調査・研究を実施し、結果をとりまとめ、今後
の振興会事業に反映させることとする。
　特に学術研究動向については、学術システム研究センター研究員全員が専門分野にかかる学術動向調査研究を
実施し、その成果を参考として行うより適切な審査委員の選考や、最新の学術動向を反映させた評価システムの
整備など、振興会が行う審査・評価業務等の向上に役立てる。
　また、これらの成果については、必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表する。

　学術システム研究センターにおいては、研究員が所属する研究機関との委託研究（平成21年度は、46機関
（111課題））による研究活動を通じ、研究員自身の専門領域のみならず、全般的な学術の振興を見据え、国内
外の振興方策や研究動向についての調査・分析を行うことにより、現状の課題や今後の方向性を把握し、振興会
事業に反映させた。
　特に、科研費及び特別研究員・外国人特別研究員の審査員選考は、学術システム研究センターの研究員が、前
年度の審査結果を検証した上で実施したが、その際、研究員の調査・研究成果を生かすことにより、公正かつ適
切に行われている。さらに、審査委員候補の選定には、自らの専門知識やデータベース上の情報だけでなく、周
辺分野の学術動向や候補者のバックグラウンドや適性等を把握する必要があるが、本委託研究の一環としてシン
ポジウム参加、フィールドワーク視察などの業務を行い、審査員候補として相応しい研究者と交流するなど、そ
のための調査活動としても活用されている。
　なお、海外での調査にあたっては、必要に応じ海外研究連絡センターの協力を得て実施した。
平成21年度に、海外研究連絡センターと協力して実施した海外での調査の例としては以下のようなものがある。
・平成21年5月4日　小林誠所長が、サンフランシスコ研究連絡センターの協力のもと、UC Berkeleyにおける物
理研究の現状に関する情報交換を行った。
・平成21年9月22日～23日　佐藤矩行主任研究員が、ストラスブール研究連絡センターの協力のもと、"French-
Japanese Workshop on Life Science"に出席し、振興会事業の生物分野における研究動向の紹介するとともに、
フランスの学術動向について情報収集した。
・平成21年12月13日～15日　黒木登志夫副所長が、ワシントン研究連絡センターの協力のもと、振興会WPIセミ
ナーに出席するとともに、WPI海外拠点調査国際的な研究拠点として世界中から優秀な研究者が集まっている研
究機関に対して訪問調査を実施した。
　さらに、海外研究連絡センターが取りまとめた海外の学術動向等については、本部や各海外研究連絡センター
のホームページなどに掲載され、広く公表された。

評価の観点 達成度

学術動向調査等の効果的実施

　学術システム研究センターでは、個々の研究員の発意に基づ
き、研究員自身の専門領域のみならず全般的な学術の振興を見
据えつつ、各分野の特性に応じた研究動向等の調査・研究を実
施することにより、調査結果及び研究成果を全ての学問領域に
わたって振興会業務の向上に役立てることができた。
　なお、調査・研究の実施にあたっては、研究員の所属機関と
「受託研究」の契約を締結することにより、所属機関内におい
て効率よく調査・研究を実施するとともに、適切な研究費の執
行及び経理管理を行えるようにした。
　また、海外での調査にあたっては、必要に応じ海外研究連絡
センターと連携して実施した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-8）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

見直し状況

　海外研究連絡センターは、情報収集を主要なミッションの一つとして掲げている。
　海外学術情報の収集の方法については、センター長のイニシアティブの下、新聞、科学雑
誌、インターネット、政府機関や大学等の報道発表を日常的にチェックするとともに、学術関
係機関からの情報提供を受けることによって、諸外国の最先端の学術研究の動向とともに、我
が国の大学等にとって有益であると思われる高等教育に関する情報を迅速に、かつ、幅広く収
集する体制を整えている。更に、振興会本部と連携を図り、集められた情報を振興会ホーム
ページに掲載し、配信している。

・平成20年度の受託研究契約に基づく学術研究動向等調査研究については、年度終了後に各研
究員から『調査研究実績報告書』として成果を提出してもらっている。それらは直近の学術動
向や情報が記載されており本会事業の推進に際し重要な情報源であるため、センター研究員等
が適宜参照できるよう、取りまとめのうえ整理した。内容には未発表の研究情報や個人情報が
含まれていることもあるため、公開に対しては慎重に検討を進めているところである。
・平成21年7月16日に科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会でとりまとめが行われた「科
学研究費補助金に関し当面講ずべき措置について（これまでの審議のまとめ）」の中で、その
具体的な検討を進めるに当たって、「若手研究」や「基盤研究」について実際の審査を行って
いる振興会から意見を聴取することとされた。その要請を受けて、「若手研究」及び「基盤研
究」のこれまでの応募・採択状況等を踏まえ、審議のまとめに示された制度改革を行う場合の
影響等について、検証を行った結果を「今後の科学研究費補助金の在り方について」という報
告書にまとめ、ホームページにおいて公開し、普及・活用に努めた。

独立行政法人日本学術振興会学術システム研究センター調査研究業務に関する委託基準
独立行政法人日本学術振興会ホームページ学振ニュース・海外ニュース

答申・提言等
による
指摘事頄

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（頄目別
－12）」
今後は、調査・研究の拡充、成果の公開等に一層努めることが必要である。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
振興会の調査・研究成果の公表については、平成20年8月創刊の学振メールマガジンなどを更に
活用して、一層促進する必要がある。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
今後、海外学術情報の重要性はますます増大することから、海外研究連絡センターはより質の
高い情報を迅速に収集できる体制へと整備を急ぐ必要がある。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-9）

掲載箇所 中期計画 １２頁 年度計画 １３頁 事業報告書 １１１頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

（１）事業の実施状況や学術研究に関わる情報について、ホームページへの掲載を積極的に進めるとともに、事
業内容を紹介するパンフレット、ニューズレターやポスターを作成・配布し、広く情報発信を行った。また、
ホームページに「一般向けのトップページ」を新規に作成し、情報を国民にとって分かりやすく整理して掲示す
るとともに、訴求力を高めるようレイアウト、画像の利用、操作性などを工夫した。平成20年度から開始してい
るメールマガジンの配信については、その有効性を研究者、研究機関を中心に広く周知し、平成21年度中に4000
名以上の登録者増となった。
　
（２）学術システム研究センターでは、学術振興方策及び学術研究動向に関する調査・研究を実施するととも
に、その成果を直接、科研費及び特別研究員・外国人特別研究員などの諸事業における審査委員等の候補者案の
作成及び審査結果の検証、日本学術振興会賞の予備的審査、そして振興会の事業全般に対する提案・助言等にお
いて活用した。また、海外での調査にあたっては、海外研究連絡センターと連携して実施した。これらの調査・
研究による成果は、ホームページにおいて公開するなど成果の普及・活用にも努めており、学術システムセン
ターを活用した調査・研究を適切に実施できた。

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　９　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用

９　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用
　振興会の活動内容や調査研究の成果を、より広く内外の研究者、関係機関や国民に理解してもらうため、魅力
ある広報誌等出版物やホームページの内容充実に努めるなど、効果的な情報提供が実施できるよう、広報体制を
整備し、その充実を図る。
　学術システム研究センターの調査・研究の成果、各事業において支援対象者から提出された実績報告書等につ
いては、知的所有権等に配慮した上で、事業の企画立案等に活用するとともに、ホームページへの掲載や出版等
により、研究者をはじめ社会に積極的に提供し、広く普及させる。

　第3期科学技術基本計画にも謳われているとおり、科学技術・学術は、国民の理解と支持を得てはじめてその
発展が可能といっても過言ではなく、国民と社会にその成果を還元することが求められている。研究成果の情報
発信、成果の普及活動により、国民が、科学に対する夢と感動を実感できるだけでなく、学術振興の重要性につ
いて、その理解を深化させることが可能となる。振興会の活動内容や調査研究の成果を各種媒体を活用して、広
く広報・普及することは、研究者のみならず、国民の理解・意識の醸成に向けて大変重要である。

９　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用
（１）広報と情報発信の強化（p.136-137）
（２）成果の普及・活用（p.138-139）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-9）

5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

― ―
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　様々な広報媒体を活用した広報活動を実施した。振興会からの情報発信は、研究者或いは大
学等研究機関が中心となっているが、必要十分な情報量が発信できた。
　一方で、国民に対する研究成果発信、理解増進活動については、充実・強化させる余地があ
ると言え、中・長期的な視点のもとに、広報体制を強化していくことが課題である。

Ａ

　情報発信力の強化、理解増進活動については、国民・社会への還元という点からも、年々充実させる必要があ
り、情報発信力の強化とともに、その体制の強化が不可欠である。
　学術システム研究センターでの調査・研究の成果の普及については、ホームページを活用して広く一般に公開
している。引き続き、調査研究を進めることにより、その普及・活用に努めることが必要である。
　情報発信力強化のための体制強化については、喫緊に解決することは難しいが、年度計画に定められた情報発
信、成果普及活動は十分に実施できており、中期目標・計画を達成できるものと分析している。

  広報等の強化及び成果の普及等については、振興会の活動内容や調査研究の成果を、より広
く内外の研究者、関係機関や国民に理解してもらうためのパンフレット、ニューズレター、
メールマガジン等を配布・配信して、強化を図っている。さらには、学術振興方策や学術研究
動向に関する調査・研究の成果や、各事業において支援対象者から提出された実績報告書等を
ホームページに掲載するなどして、その普及に努めている。21年度においてメールマガジン受
信者数が4000名以上増大したことはその証である。こうした努力は、効率性・効果性の観点か
らみて、高く評価される。
　今後、メールマガジンの配信先の更なる増大やその英文化、広報体制の強化が図られること
を期待する。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-9-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ
振興会事業への理解増進及び情
報発信の強化

 パンフレット等各種印刷物は振興会全体を説明するものや各
事業を紹介するものなど、用途に合わせて様々な種類のものを
作成し、振興会事業の利用者や研究機関宛てに送付したことに
加えて、文科省主催の広報に関する会議への参加や説明会の実
施等の際に配布し、情報発信を行った。
　振興会ホームページでは事業の紹介や、学術情報等のお知ら
せを掲載し、最新の情報を迅速に提供するとともに、より解り
やすい掲載方法の検討を行った。
　また、毎月メールマガジンを発信し、公募予定や会議開催な
どについて、振興会事業の最新の情報提供を積極的に実施する
とともに、読者の獲得も積極的に行った結果、年度当初4,804
名だった登録者数が年度末には8,907人となった。

（１）広報と情報発信の強化

　国民及び研究者等に向けた広報の在り方、実施方法についての協議を行い、その検討結果を踏まえた適切な広
報に努める。
　また、各事業の実施状況等、学術研究に関わる情報について、以下の方法により公開し、普及に努める。

①　ホームページへの掲載
　各事業の概要、支援の内容等についてホームページに掲載する。
②　パンフレット等の配布
　振興会の事業内容について分かり易く編集された和文・英文のパンフレットを作成し、学術機関、行政機関、
海外の諸機関に対して送付するほか、必要に応じて事業毎にパンフレットを作成・配布する。
③　インターネットを活用したメルマガ方式により、公募案内や行事予定等の情報提供を行う。
④　英文ニューズレター
　英文ニューズレターを年4回（各回16,000部）発行し、振興会の事業により来日したことのある外国人研究
者、海外の学術振興機関、在日大使館等に配布する。

  事業の実施状況や学術研究に関わる情報について、ホームページへの掲載を積極的に進めるとともに、事業内
容を紹介するパンフレット、ニューズレターやポスターを作成し、内外の研究者及び研究機関への送付や会議の
場での配布により、広く情報発信を行った。また、毎月メールマガジン”JSPS Monthly”を発信し、公募情報や
各種事業、行事予定の紹介等、事業内容の周知に努め、情報発信の強化を行った。メールマガジンは内外の外国
人研究者や研究機関関係者を始め、広く世界に振興会の事業や各種活動を紹介するため、平成21年度中に英文の
発信のための準備にも着手している。
　また、文部科学省が主催する「文部科学省所管独立行政法人等広報担当者会議」に出席し、振興会の広報活動
等の報告及び他の科学技術関係法人等で実施されている広報活動についての情報収集等を実施したほか、内閣府
が主催する「第8回産学官連携推進会議」（平成21年6月：京都）に共催機関として参画し、振興会事業について
の広報活動を行なった。
　広報活動を通じて、研究者や国民から広く理解が得られるよう、様々な手段により広報活動を実施し、振興会
の組織や事業の情報の周知を図り、普及に努めた。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-9-(1)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

見直し状況

　ホームページを活用しながら、各種事業の紹介や迅速な公募の告知、パンフレット等配付資
料の充実化を図り、研究者や一般への事業の周知を推進した。また、ホームページの充実につ
いては、和文、英文共再構築の検討を行い、研究者や研究機関担当者及び一般の方々にも分か
り易く、魅力的になるようホームページ再構築の作業に着手した。

　メールマガジンについては、英文化の準備に着手した。

日本学術振興会パンフレット（和文・英文）、「JSPS Quarterly(No.28,29,30,31)」

和文・英文パンフレット作成お
よび各16,000部のニューズレ
ター作成

　パンフレットについては、和文初版5000部、第二版3,000
部、英文初版6000部、第二版5,000部を作成し、説明会や会議
等で配布したほか、大学等研究機関に送付した。
　英文ニューズレターについては、「JSPS Quarterly」を平成
21年6月に16,500部、12月に16,800部、平成22年1月に16,800部
及び3月に17,000部発行し、振興会事業により来日したことの
ある外国人研究者、海外の学術振興機関、在日大使館等に配布
した。

答申・提言等
による

指摘事頄

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
（ニ）ホームページ等の充実を図り、法人の事業内容や研究成果について、研究者だけでなく
一般国民にも分かりやすいような魅力ある広報活動を行う必要がある。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　広報」
　一般国民や研究者を目指す若者に対する研究成果の発信や事業の理解増進については、わか
りやすく魅力あるという観点から更なる努力が必要である。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　調査・研
究の実施」
　今後、各事業より得られた成果について、社会への発信に努力し、学術振興に対する研究者
の意識向上を図ることも重要である。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　学術情報
の広報・周知」
　情報の収集・発信は非常に重要であり、今後、他大学、関係機関とより一層の連携をはかり
つつ、振興会が学術情報発信拠点として中核的な役割を果たしていくことが望まれる。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（全
体）」
（ホ）広報活動については、法人の活動状況や調査・研究の成果について、研究者さらには国
民への理解増進の観点から、一層の努力が必要である。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
②（ニ）新たにメールマガジンを配信したことや、ホームページの充実を図るなど、振興会の
事業内容の周知に努めたことは評価できるが、引き続き、研究者や国民から広く理解が得られ
るよう、広報活動を一層推進することが課題。（頄目別－P13参照）

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
③（ニ）振興会が有する様々な媒体を活用し、魅力ある広報活動を行うとともに、メールマガ
ジンの英文化の取組を進めるべき。また、科学研究費補助金の研究成果をわかりやすく説明す
るなど、事業の成果等を広く国民に伝えるための更なる努力が必要である。（頄目別－P13参
照）

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　今後、振興会が有する様々な媒体を活用して、メールマガジンの発信先の増大やその英文
化、広報体制の強化等が図られることを期待する。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-9-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（２）成果の普及・活用

　学術システム研究センターの調査・研究の成果については、事業の企画・立案に反映させるとともに、必要に
応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表する。

　学術システム研究センターにおいて学術振興方策及び学術研究動向に関する調査・研究を実施することによ
り、科研費及び特別研究員・外国人特別研究員などの諸事業における審査委員等の候補者案の作成及び審査結果
の検証、日本学術振興会賞の予備的審査、そして振興会の事業全般に対して提案・助言等を行っている。
　平成21年度に、調査研究成果を普及・活用した例としては以下のようなものがある。
　・平成20年度の受託研究契約に基づく学術研究動向等調査研究については、年度終了後に各研究員から『調査
研究実績報告書』として成果を提出してもらっており、平成21年度当初にそれらを取りまとめ、審査システム、
評定基準・評価方法などの業務の改善等に活用した。
　・平成21年7月16日に科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会でとりまとめが行われた「科学研究費補助
金に関し当面講ずべき措置について（これまでの審議のまとめ）」の審議の中で、その具体的な検討を進めるに
当たって、「若手研究」や「基盤研究」について実際の審査を行っている振興会から意見を聴取することとされ
た。その要請を受けて、振興会では「若手研究」及び「基盤研究」のこれまでの応募・採択状況等を踏まえ、審
議のまとめに示された制度改革を行う場合の影響等について、検証を行った結果を「今後の科学研究費補助金の
在り方について」という報告書にまとめ、ホームページにおいて公開し、普及・活用に努めた。

　また、海外での調査にあたっては、必要に応じ海外研究連絡センターと連携して実施した。海外研究連絡セン
ターは、研究員のために情報の提供、訪問のアレンジ・随行など、海外の現地拠点として種々の協力や便宜の供
与を行った。さらに、海外研究連絡センターが取りまとめた海外の学術動向等については、本部や各海外研究連
絡センターのホームページなどに掲載され、広く公表された。

評価の観点 達成度

調査研究成果の公表
　調査研究を行う研究員氏名と所属先を名簿としてホームペー
ジに公表した。調査研究の成果を検討したうえ論文に取りまと
め、学会で発表するとともに、ホームページ上に公表した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-9-(2)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

学術システム研究センター研究員名簿（平成22年3月31日現在）
「共同研究の関係を用いた研究領域の時系列解析、日本ソフトウェア科学会ネットワークが創発する知能研究会
第４回ワークショップ（JWEINO8), pp. 86-92,（沼尾　正行他）」
「今後の科学研究費補助金の在り方について」
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自己点検・外部評価全体シート（第1-10）

掲載箇所 中期計画 １２頁 年度計画 １４頁 事業報告書 １１６頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

　国際生物学賞は、第25回国際生物学賞審査委員会を平成21年6月4日（第3回会議）及び7月16日（第4回会議）に開催し
た後、平成21年9月15日の第50回国際生物学賞委員会において米国・カーネギー研究所植物学部門 名誉部門長　ウィン
スロー・ラッセル・ブリッグス博士を第25回国際生物学賞受賞者に決定し、平成21年11月30日に日本学士院にて天皇皇后
両陛下の行幸啓を仰ぎ、第25回国際生物学賞授賞式を挙行した。また、平成21年度は本賞の25回目を迎えたため、2008
年ノーベル化学賞受賞者の下村脩博士と第24回国際生物学賞受賞者のジョージ・デイビッド・ティルマン博士を講演者とし
て招待し、国際生物学賞25周年記念講演会を開催した。このような活動を通じ、国際生物学賞が国際的に著名な賞であ
ることを国内外にアピールできた。
　また、国際生物学賞基金の募集趣意書を作成し、募金活動を実施し、3,610千円（10件）の寄付を集めることができた。
  学術関係国際会議開催にかかる募金事務では、振興会を通じて募金を行うことで、税制上の優遇措置をうけることによ
り、主催者が募金活動を行いやすくなる。また振興会のPRにもつながっている。
　寄付金事業の形態は、学術会合の開催、研究助成、国際交流等多様であるが、それぞれ寄付者の意向に沿った事業が
適切に実施されている。

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　１０　前各号に附帯する業務

１０　前各号に附帯する業務
　学術研究の推進に資する事業として以下のとおり前各号に附帯する業務を毎年度着実に実施する。
①国際生物学賞委員会により運営される生物学研究に顕著な業績を挙げた研究者を顕彰する国際生物学賞にかかる事
務を担当する。

②野口英世博士記念アフリカの医学研究・医療活動分野における卓越した業績に対する賞（野口英世アフリカ賞）に係る
医学研究分野の審査業務を担当する。

③学術関係国際会議の開催のため、免税措置を受けられない主催者に代わり、特定公益増進法人としての募金の事務を
行う。

④寄付金を受入れ、寄付者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄付金事業、及び事業分野をあらかじめ特定しな
いで助成する学術振興特別基金の事業を行う。

　国際生物学賞は昭和天皇の御在位60年と長年の生物学の御研究を記念するとともに、生物学の奨励を図るため、生物
学の研究において世界的に優れた業績を挙げ、世界の学術の進歩に大きな貢献をした研究者を顕彰したいという研究者
の要望に基づいて創設されたものである。
　学術の国際会議開催にかかる募金事務は、学術の国際交流に貢献する国際会議事務について間接的に支援を行うも
のであり、振興会事業の目的にかなっている上、振興会が特定公益増進法人であることを有効に生かすものである。学術
研究を取り巻く財政状況の厳しさから、その重要な成果発表の機会である学術国際会議についても、寄付金にある程度
依存せざるを得ない状況があり、税制上の優遇措置を受けるという間接的支援であるが、学術関係者のニーズに適切に
応えうるものである。
　個別寄付金及び学術振興特別基金については、特定公益法人に対する寄付金として、寄付者が個人の場合は、「寄付
金控除」の適用を受けることにより、また、法人の場合、「寄付金損金算入」の特例が適用されることにより免税措置が取ら
れる。免税の措置が取られることにより、寄付者において財政面でのメリットがあることに加え、必要な事務経費は、消耗
品費、通信費等の実費以外、寄付者の負担とならないことから、限られた資金を最大限事業に振り向けることができる。す
なわち、振興会の寄付金事業は、学術の振興を願う篤志家等の資金をその意志に基づき様々な事業形態により実施する
という重要な役割を担っている。

１０　前各号に附帯する業務
（１）国際生物学賞にかかる事務（p.142-143）
（２）学術関係国際会議開催にかかる募金事務（p.144-145）
（３）個別寄付金及び学術振興特別基金の事業（p.146-147）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-10）

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：法人共通、その他の事業（前各号に附帯する業務）】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

50,892 51,549
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

10．外部評価

評定

　国際生物学賞は、外国人審査委員を含めた国際生物学賞審査委員会において慎重かつ多角的
に審議を行った結果、世界的に優れた業績を挙げ、世界の学術の進歩に大きな貢献をした研究
者を授賞者として選考し、授賞式には天皇皇后両陛下のご臨席をいただいた。さらには、本賞
が25回目を迎えたため、2008年ノーベル化学賞受賞者の下村脩博士と第24回国際生物学賞受賞
者のジョージ・デイビッド・ティルマン博士を講演者として招待し、国際生物学賞25周年記念
講演会を開催し、また、本講演会には、秋篠宮殿下のお言葉も賜った。このような活動を通
じ、国際生物学賞が国際的に著名な賞であることを国内外にアピールできた。また、募金活動
や基金の運用の工夫により、自己収入の増を図った。平成21年度については例年以上に、国際
的に評価の高い本賞の事務を適切に実施することができた。
　寄付金事業の形態は、学術会合の開催、研究助成、国際交流等多様であるが、それぞれ寄付
者の意向に沿った事業が適切に実施されている。また、新たに寄付を受けるなどの自己収入確
保に向けた取組を実施するほか、低金利により基金の取り崩しが行われている事業について
は、引き続き寄付者との間で十分な理解を得ながら業務を進める必要がある。今後は積極的に
広報を行い、事業について広く周知し、寄付の増額を目指して事業の活性化を図ることが課題
である。

Ａ

　国際生物学賞は、国際生物学賞審査委員会により受賞者を選定し、米国・カーネギー研究所植物学部門 名誉
部門長　ウィンスロー・ラッセル・ブリッグス博士を第25回国際生物学賞受賞者に決定し、平成21年11月30日に
日本学士院にて天皇皇后両陛下の行幸啓を仰ぎ、第25回国際生物学賞授賞式を挙行した。さらには、平成21年度
は、本賞が25回目を迎えたため、2008年ノーベル化学賞受賞者の下村脩博士と第24回国際生物学賞受賞者の
ジョージ・デイビッド・ティルマン博士を講演者として招待し、国際生物学賞25周年記念講演会を開催し、ま
た、本講演会には、秋篠宮殿下のお言葉も賜った。また、国際生物学賞基金の募集趣意書を作成し、募金活動を
実施し、3,610千円（10件）の寄付を集めた。
　各寄付金事業については、個人や企業からの広く寄付金を受け入れ、特定公益増進法人としての募金事務を実
施したほか、特定分野の助成を行う個別寄付金事業を実施した。

  平成21年度の国際生物学賞にかかる事務については、これまでと同様に外国人審査委員を含
めた国際生物学賞審査委員会において、世界的に優れた業績を挙げ、学術の進歩に大きな貢献
をした米国・カーネギー研究所植物学部門 名誉部門長　ウィンスロー・ラッセル・ブリッグス
博士を受賞者として決定し、天皇皇后両陛下のご臨席のもと、授賞式を滞りなく挙行してい
る。また平成21年度は、本賞の25回目となる記念の年度であったため、2008年ノーベル化学賞
受賞者の下村脩博士と第24回国際生物学賞受賞者のジョージ・デイビッド・ティルマン博士を
招待講演者とする国際生物学賞25周年記念講演会を開催し、また国際生物学賞基金への募金活
動等を行っている。これらの活動は、国内外における国際生物学賞の認知度向上に貢献したと
判断される。
　学術関係国際会議開催にかかる募金事務や、個別寄付金及び学術振興特別基金の事業につい
ては、適切に実施されている。しかしながら、寄付金額や取り扱い件数は多いとは言いがた
い。昨今の経済情勢のために寄付を集めることが難しい社会的な背景はあるが、今後、広報活
動を強めるなどして、寄付の増額を目指して事業の活性化を図ることを期待する。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（１）国際生物学賞に係る事務

　国際生物学賞委員会により運営され、生物学研究に顕著な業績を挙げた研究者を顕彰することにより国際的に
も高い評価を受けている国際生物学賞の第２５回顕彰にかかる事務を行うとともに、第２６回顕彰に向けた準
備・支援の事務を積極的に実施する。また、募金趣意書を配布するなど、国際生物学賞基金への募金活動に努め
る。

　国際生物学賞は、昭和天皇の御在位60年と長年にわたる生物学の御研究を記念するとともに生物学の奨励を図
るため昭和60年に創設された。
　事業の運営にあたる組織として国際生物学賞委員会が設けられ、また、事務を担当する振興会に経済団体及び
学術団体等からの寄付による国際生物学賞基金が設置されており、昭和60年11月に第1回授賞式が行われて以
来、毎年、生物学の研究において世界的に優れた業績を挙げ、世界の学術の進歩に大きな貢献をした研究者が受
賞しており、今や生物学における世界で最も権威ある賞としての評価を得ている。
　平成21 年度の第25 回国際生物学賞は、米国・カーネギー研究所植物学部門 名誉部門長 ウィンスロー・ラッ
セル・ブリッグス博士が受賞し、授賞式は、平成21年11月30日に日本学士院で、天皇皇后両陛下の行幸啓を仰
ぎ、盛会のうちにとり行われた。
　授賞式では、ブリッグス博士に、賞状と賞金1,000万円及び賞牌が授与され、天皇陛下からの賜品が伝達され
た。

　さらに、平成21年度は本賞の25回目を迎えることを契機に、本賞の発展に寄与されている今上天皇の長年にわ
たる魚類分類学（ハゼ類）の御研究を記念し、今後の生物学の更なる発展を図ることも本賞の趣旨に追加するこ
ととともに、国際生物学賞25周年を記念して、以下のとおり記念講演会を開催した。なお、本講演会には、秋篠
宮殿下からお言葉を賜った。
　○国際生物学賞25 周年記念講演会
　　開催日時：平成21 年10 月8 日(木) 14:00～16:30
　　開催場所：グランドプリンスホテル赤坂(東京都千代田区)
　　講演者： 米国ウッズホール海洋生物学研究所特別上席研究員 下村 脩 博士
　　　　　　（2008 年ノーベル化学賞受賞者）
　　　　　　 米国・ミネソタ大学教授ジョージ・デイビッド・ティルマン博士
　　　　　　（第24 回国際生物学賞受賞者）
　　出席者： 主に生物学研究者（若手研究者や大学院生も含む）や外国大使館科学担当者等150名程度が出席

　また、国際生物学賞基金の募集趣意書を作成し、企業を中心に募金活動を実施し、3,610千円（10件）の寄付
を集めた。基金の管理・運用については、銀行預金のほか、利付国債（2億円）により適切に運用している。
　第26 回国際生物学賞の審議については平成22年1月21日に基本方針が決定され、同日、第１回の審査委員会が
開催され、審議が開始された。なお、授賞式は、平成22年11月末頃に実施する予定である。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(1)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

権威ある賞としての認知度向上
に向けた対応

　審査基準、候補者推薦手続き等はすべて、国際生物学賞審査
委員会において決定され、委員である研究者の意見が反映され
るよう配慮している。
　授賞式には、天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、また、受賞者
決定及び授賞式については、積極的に広報活動を行い、授賞式
当日は多数のマスコミが取材に訪れた。その結果、授賞式の模
様がマスコミで報道された。
 また、平成21年度は本賞が25回目を迎えたため、国際生物学
賞25周年記念講演会を開催し、2008年ノーベル化学賞受賞者の
下村脩博士と第24回国際生物学賞受賞者のジョージ・デイビッ
ド・ティルマン博士を講演者として招待し、多数のマスコミの
取材を受けた。

公正な審査の実施

　審査委員会は20名の研究者から構成されており、その中には
４名の著名な外国人研究者も含まれており、多角的に審査する
体制を整備している。
　国際生物学賞受賞者決定の報道発表資料において審査経過や
授賞理由を明記している。
　国際生物学賞顕彰規程、国際生物学賞委員会規程を定め、審
査手続等を明確化している。

国際生物学賞委員会（第50回会議）議事次第
国際生物学賞委員会（第51回会議）議事次第
第25回国際生物学賞審査委員会（第３回会議）議事次第
第25回国際生物学賞審査委員会（第４回会議）議事次第
第26回国際生物学賞審査委員会（第１回会議）議事次第
第26回国際生物学賞審査委員会（第２回会議）議事次第
報道発表資料「第25回（平成21年）国際生物学賞の受賞者決定」
報道発表資料「第25回国際生物学賞授賞式について（お知らせ）」
国際生物学賞25周年記念講演会プログラム

○「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　国際生
物学賞にかかる事務」
　本事業を社会に対して積極的にアピールし、社会的認知度を上げていくことも重要である。

　受賞者決定時及び授賞式には、報道発表を行っている。授賞式は報道陣の取材を許可してお
り、本年度においても多数の報道陣が取材に来たところである。
 また、平成21年度は、本賞が25回目を迎えたため、2008年ノーベル化学賞受賞者の下村脩博士
と第24回国際生物学賞受賞者のジョージ・デイビッド・ティルマン博士を講演者として招待
し、国際生物学賞25周年記念講演会を開催した。

Ｓ

評価の観点 達成度

143
147



自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

募金事務の実施

　一定の受託基準を満たした申請について、役員会での審議を
経て受託の可否を決定している。受託基準や手続きについて
は、様式の見本を載せた事務手引きを用意し、申請の問い合わ
せを受けた際に配布しており、円滑に手続きができるよう便宜
を図っている。

（２）学術関係国際会議開催に係る募金事務

　学術関係国際会議の開催のため、指定寄付金による募金、並びに特定公益増進法人としての募金の事務を行
う。

　平成21年度は、振興会が特定公益増進法人として募金事務を行い、下記の国際会議の円滑な開催に寄与した。
　平成21年度において振興会が学術関係国際会議開催のために募金事務を受託した件数はなかった。
　また、募金事務を受託し開催された国際会議は、「第4回世界トライボロジー会議」（平成21年9月6日～11日
開催）、「第14回国際内分泌学会議」（平成22年3月26日～30日開催）の2件である。

評価の観点 達成度

Ａ

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(2)　国から独立行政法人への財政支出」
　国から独立行政法人への財政支出は、3.5兆円（平成19年度当初予算ベース）であるが、事
務・事業の見直し、随意契約の見直し等による費用削減を図ることはもとより、寄付金募集の
拡大に向けた取組の強化など、自己収入の増大に向けた取組を推進することを通じて、中期的
には国への財政依存度を下げることを目指す。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　各寄付金事業活動は学術振興への賛同者の輪を広げる上でも重要な取り組みである。また、
特定公益増進法人への寄付のメリットについても、企業、個人に対して広く周知されることが
望まれる。

　ホームページや手続きの手引き等により、周知を図った。

円滑な国際会議の実施

　振興会を通じて募金を行うことで、税制上の優遇措置をうけ
ることができ、主催者が募金活動を行いやすくなる。また振興
会のＰＲにもつながっている。
　この取組を通じて、寄付の円滑な受入が図られ、我が国にお
ける国際会議開催による学術の進展、及び国際交流の促進に寄
与している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(2)）

（5）評価資料

学術関係国際会議開催のための寄付金―募金を計画される研究者の方々へ―
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

（３）個別寄付金及び学術振興特別基金の事業

　寄付金を受入れ、寄付者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄付金事業及び事業分野をあらかじめ特定
しないで助成する学術振興特別基金の事業を行う。

　民間企業、団体、個人等から広く寄付金を受け入れて、学術研究の助成、研究者に対する援助、学術に関する
国際協力の実施等の促進等のため、寄付者の意向に基づき、以下の事業を実施した。
・日中医学交流事業（大日本住友製薬株式会社及び第一三共株式会社からの支援による）
・藤田記念医学研究振興基金研究助成事業
　
　この他、あらかじめ事業分野を特定しないで助成する学術振興特別基金事業として以下の事業を実施した。
・ 研究成果刊行の援助：
　先進セラミックス第124委員会「窒化ケイ素系セラミック新材料－最近の展開－」

評価の観点 達成度

適切な寄付金事業の実施

　支援対象の設定、審査及び評価は、個々の寄付者の意向に基
づき行われている。また、当該寄付事業の趣旨や目的は、趣意
書、募集要頄等に明記されており、寄付者と支援を受ける者が
共通の理解のもと、研究等が推進されている。
　審査・評価を行う委員会名等については公表されている。

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(2)　国から独立行政法人への財政支出」

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　各寄付金事業活動は学術振興への賛同者の輪を広げる上でも重要な取り組みである。また、
特定公益増進法人への寄付のメリットについても、企業、個人に対して広く周知されることが
望まれる。
　国から独立行政法人への財政支出は、3.5兆円（平成19年度当初予算ベース）であるが、事
務・事業の見直し、随意契約の見直し等による費用削減を図ることはもとより、寄付金募集の
拡大に向けた取組の強化など、自己収入の増大に向けた取組を推進することを通じて、中期的
には国への財政依存度を下げることを目指す。

　寄付金額の増加を目指し、ホームページや手続きの手引き等により、周知を図った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(3)）

（5）評価資料

個別寄付金事業概要一覧、藤田記念医学研究振興基金規程、運営委員会委員名簿、募集要頄、平成21年度採択課
題一覧、日中医学交流事業実施要頄、日中医学交流事業委員一覧、平成21～22年度分募集要頄、平成21年度実施
課題一覧
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自己点検・外部評価全体シート（第1-11）

掲載箇所 中期計画 １３頁 年度計画 １４頁 事業報告書 １１８頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　１１　平成２１年度補正予算（第１号）に係る業務

１１　平成２１年度補正予算（第１号）に係る業務
（１）先端研究助成業務
　将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究を集中的に推進するため、平成２１年度補正
予算（第１号）により交付される補助金により、先端研究助成基金を設け、我が国の先端的な研究の総合的かつ
計画的な振興のために必要な助成を行う。
　その際、研究資金の多年度にわたる柔軟な使用を可能とするなど、研究計画等の進捗状況に即応して、機動
的・弾力的な経費の支出を行う。

（２）研究者海外派遣業務
　将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、平
成２１年度補正予算（第１号）により交付される補助金により、研究者海外派遣基金を設け、我が国の大学等研
究機関の国際化を図るとともに、我が国の競争力強化の源となる人材の育成を行うため、若手研究者を海外に派
遣する。
①優秀若手研究者海外派遣事業
　我が国の大学等研究機関に所属する助教等常勤研究者及び日本学術振興会特別研究員を対象として、海外の優
れた大学等研究機関において研究を行い、海外の研究者と切磋琢磨する機会を提供するため、滞在費等を支援す
る。
②組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
　海外の学術研究機関と協力関係を有する我が国の大学等研究機関が、将来研究者を志す大学生の研さん、大学
院生等若手研究者の研究活動のための海外派遣を計画し、組織的に派遣することを支援する。

（３）先端学術研究人材養成事業
　我が国が世界をリードし得る先端的研究拠点に、海外の著名研究者及び若手研究者を組織的に招へいする取組
を支援するため、平成２１年度補正予算（第１号）により追加的に措置された交付金により、先端学術研究人材
養成事業を実施する。本交付金については、「経済危機対策」（平成21年4月10日）の「底力発揮・21世紀型イ
ンフラ整備」のために措置されたことを認識し、海外の研究者の招へいを通じた我が国の経済成長の鍵を握る人
材力を強化するために活用する。

　(1)先端研究助成業務及び（2）研究者海外派遣業務は、独立行政法人日本学術振興会法の改正(平成二十一年
法律第六十号)に基づいて振興会に国からの補助金が交付され、将来における我が国の経済社会の発展の基盤と
なる先端的な研究及び有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するための基金が設置されたことに伴い実施
する事業である。いずれも国の要請に基づいて行う事業であり、高い意義と必要性を持つものである。
　また、(3)先端学術研究人材養成事業については、海外の第一線で活躍する著名研究者と優れた若手研究者を
我が国の先端的研究拠点に集中的に招へいすることにより、当該研究機関の研究開発能力を強化し、国際競争力
のある研究人材を養成することに、高い意義があると言える。

１１　平成２１年度補正予算（第１号）に係る業務
（１）先端研究助成業務（p.152-153）
（２）研究者海外派遣業務（p.154-155）
（３）先端学術研究人材養成事業（p.156-157）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-11）

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

18,678,664
 （単位：千円）

上記金額は先端・海外の両基金のみの支出額であり、先端学術研究人材養成事業の支出額は含まない。

6．自己点検評価
評定

Ｓ

(1)先端研究助成業務
　先端研究助成業務の財源である先端研究助成基金は、将来における我が国の経済社会の発展
の基盤となる先端的な研究を集中的に推進することを目的に設置されたものであり、助成金の
執行には迅速性が求められる。助成金の交付内定から実際の交付までを約2週間の短期間で実施
したことは、この要請に応えたものであると言える。また、内閣府や文部科学省が定めた運用
方針を踏まえて取扱要領や交付条件を制定し、交付した助成金は最終年度を除き返還すること
なく、多年度に渡って使用することを可能とした。これにより、中期目標に記載された「研究
資金の多年度にわたる柔軟な使用を可能とする」ことに対応できた。
　今後は、補助事業者から提出される報告書や、補助事業者に対して行う現地調査等を通じ
て、交付した助成金が取扱要領や交付条件に沿って適正に執行されているかを確認していくこ
とが必要である。

(1)先端研究助成業務
　平成２１年度補正予算（第１号）により交付された補助金により先端研究助成基金を設け、特別の勘定を設け
区分経理を行うとともに、基金管理委員会を設置するなど基金の適切な管理・運用体制を構築し、安全性、流動
性及び収益性に配慮した基金の運用を行った。さらに、内閣府が公募・審査を行った「最先端研究開発支援プロ
グラム」に採択された研究課題を実施する機関(以下「補助事業者」という。)に対する助成金の交付内定から助
成金の交付までの作業を約2週間で迅速に実施した。交付条件において、交付を受けた助成金は返還することな
く多年度にわたって使用できることや、年度途中における助成金の追加交付請求が行えることを定め、柔軟かつ
機動的な助成金の使用が可能とした。また、内閣府からの委託により、「最先端研究開発支援プログラム推進の
ための調査研究」を実施して、総合科学技術会議が各研究課題に対する研究費総額の精査を効率的に実施するこ
とに貢献した。
　
(2)研究者海外派遣業務
　将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、平
成２１年度補正予算（第１号）により交付される補助金により、研究者海外派遣基金を設け、我が国の大学等研
究機関の国際化を図るとともに、我が国の競争力強化の源となる人材の育成を行うため、若手研究者を海外に派
遣した。
①優秀若手研究者海外派遣事業
　我が国の大学等研究機関に所属する助教等常勤研究者及び日本学術振興会特別研究員を対象とした公募を行
い、特別研究員等審査会において、審査方針に基づき、公正な書面審査等により選考を行った。その選考結果に
基づき、常勤研究者202名及び特別研究員478名を交付内定とした。各自の渡航計画に基づき、交付決定を行い滞
在費等を適正に交付し、常勤研究者187名、特別研究員330名が平成21年度中に渡航した。
②組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
　我が国の大学等研究機関を対象とした公募を行い、日本学術振興会国際事業委員会において、審査方針に基づ
き、公正な書面審査等を行い採択事業を決定し、採択された96件の事業を行う大学等研究機関に対して、派遣計
画に基づき交付決定を行い、滞在費等を適正に交付した。

(3)先端学術研究人材養成事業
　大学をはじめとする我が国の研究機関において海外の著名研究者及び若手研究者を組織的に招へいする取り組
みを支援した。平成21年度においては、20課題を支援し、80名の著名研究者及び126名の若手研究者、計206名を
招へいし、国際的に卓越した内外の研究者の指導・監督による若手研究者の育成に貢献した。
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7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ｓ

8．中期計画の進捗状況

(2)研究者海外派遣事業
　我が国の競争力強化の源となる人材の育成を行うためには、将来を担う優秀な若手研究者や
大学院生・大学生を海外に集中的に派遣し、海外における研鑽や研究の機会を拡大するととも
に、我が国の大学をはじめとする研究機関と海外の研究機関等との協力関係を強化することが
必要である。
　そのため、若手研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、平成２１年度補正予算（第
１号）により交付される補助金により、研究者海外派遣基金を設け、研究者海外派遣事業を実
施した。
　優秀若手研究者海外派遣事業については、特別研究員等審査会において、審査方針に基づ
き、公正な書面審査等により選考を行った。その選考結果に基づき、常勤研究者202名、特別研
究員478名を交付内定とした。各自の渡航計画に基づき、交付決定を行い滞在費等を適切に交付
し、常勤研究者187名、特別研究員330名が平成21年度中に渡航した。
　組織的な若手研究者等海外派遣プログラムについては、国際事業委員会において、審査方針
に基づき、公正な書面審査等を行い、96件の採択事業を決定した。また、採択事業を行う機関
に対し、派遣計画に基づき交付決定を行い、滞在費等を適切に交付した。

(3)先端学術研究人材養成事業
　海外の研究者の招へいを通じた我が国の経済成長の鍵を握る人材力を強化するためには、海
外の第一線で活躍する著名研究者と優れた若手研究者を我が国の先端的研究拠点に集中的に招
へいすることにより、当該研究機関の研究開発能力を強化し、国際競争力のある研究人材を養
成することが必要である。
　そのため、我が国が世界をリードし得る先端的研究拠点に、海外の著名研究者及び若手研究
者を組織的に招へいする取組を支援するため、平成２１年度補正予算（第１号）により追加的
に措置された交付金により、先端学術研究人材養成事業を実施した。
　本事業については、先端学術研究人材養成事業委員会において、審査方針に基づく合議審査
により、20課題を決定した。また、採択事業を行う機関に対し、招へい計画に基づき、著名お
よび若手研究者の招へい費用等を適切に交付した。

(1)先端研究助成業務
　交付された補助金により先端研究助成基金を設置し、最先端研究開発支援プログラムに採択された研究課題に
対する助成金の交付を迅速に行うとともに、研究資金の柔軟な使用が可能となるように助成金の交付条件を定め
ること等により、中期計画に定められた業務を適切に実施している。

(2)研究者海外派遣業務
　将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、平
成２１年度補正予算（第１号）により交付される補助金により、研究者海外派遣基金を設け、我が国の大学等研
究機関の国際化を図るとともに、我が国の競争力強化の源となる人材の育成を行うため、若手研究者を海外に派
遣した。
①優秀若手研究者海外派遣事業
　我が国の大学等研究機関に所属する助教等常勤研究者及び日本学術振興会特別研究員を対象とした公募を行
い、特別研究員等審査会において、審査方針に基づき、公正な書面審査等により選考を行った。その選考結果に
基づき、常勤研究者202名、特別研究員478名を交付内定とした。各自の渡航計画に基づき、交付決定を行い滞在
費等を適切に交付し、常勤研究者187名、特別研究員330名が平成21年度中に渡航した。
②組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
　我が国の大学等研究機関を対象とした公募を行い、日本学術振興会国際事業委員会において、審査方針に基づ
き書面審査等を行い採択事業を決定し、採択された96件の事業を行う大学等研究機関に対して、派遣計画に基づ
き交付決定を行い、滞在費等を適正に交付した。
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9．外部評価

評定

  先端研究助成基金は、将来の我が国の経済社会発展の基盤となる先端的な研究を集中的に助
成することを目的に設置が決まり、30テーマを5年間にわたって助成するため、約1,000億円の
基金が設けられた。内閣府や文科省が定めた運用方針に則り、実質的なテーマの推薦から運用
規定等の制定、迅速な執行まで、適切な管理システムの構築により、振興会が果たした役割は
極めて大きい。今後、補助事業者から提出される報告書や、現地調査を通じて助成金が適正に
執行されていることを確認するなどのフォローアップにも的確に対応して頂きたい。
  研究者海外派遣業務については、優秀若手研究者海外派遣事業と組織的な若手研究者等海外
派遣プログラムに対する助成業務の骨格を創ると共に、募集業務と審査業務を適切な体制の元
に実施することにより、海外において若手研究者が研鑽を積む機会を創出することに貢献し
た。
　先端学術研究人材養成事業については、我が国が誇る先端的研究拠点において、海外の著名
研究者および若手研究者を組織的に招聘することにより、受け入れ機関の研究環境をより国際
化し高度化を促進するための事業を、効率よく迅速に立ち上げ適切に推進した。
　今回の施策は短期集中的な取組みが要請され、それらに的確に対応したことは評価できる
が、人材の育成や国際化は本来的に中長期的な継続した取組みが必要であり、今回の施策を継
続化する取組みが望まれる。

Ｓ

(3)先端学術研究人材養成事業
　我が国が世界をリードし得る先端的研究拠点に、海外の著名研究者及び若手研究者を組織的に招へいする取組
を支援するため、平成２１年度補正予算（第１号）により追加的に措置された交付金により、先端学術研究人材
養成事業を実施した。本交付金については、「経済危機対策」（平成21年4月10日）の「底力発揮・21世紀型イ
ンフラ整備」のために措置されたことを認識し、海外の研究者の招へいを通じた我が国の経済成長の鍵を握る人
材力を強化するために活用した。
　我が国が世界をリードし得る先端的研究拠点121箇所に対して公募を行い、日本学術振興会先端学術研究人材
養成事業委員会において、審査方針に基づき書面審査・合議審査を行い採択課題を決定し、採択された20件の課
題を行う研究拠点に対して、招へい費等を適正に交付した。
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（1）年度計画

（2）業務実績

（１）先端研究助成業務

　補助金の適切な管理・運用の体制を構築し、国から交付される補助金により先端研究助成基金を造成する。そ
の際、特別の勘定を設け、区分経理を行う。
　本基金により、最先端研究開発支援プログラムに選定された補助事業者に対して助成金の交付を行う。
　また、最先端研究開発支援プログラムに附帯する調査業務を行う。

①助成業務
　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に則し、本事業の取扱要領等関係規程を整備し、補助事業
者に対して速やかに助成金を交付する。
②執行管理
　助成金の適切な執行を確認するため、助成金の執行状況等の把握に努める。
③調査業務
　内閣府からの委託により、「最先端研究開発支援プログラム推進のための調査研究」を実施する。

　国から交付された補助金により先端研究助成基金を造成するとともに、特別の勘定を設け区分経理を行った。

①助成業務
　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に則して助成金の取扱要領や交付条件を整備し、3月9日に
総合科学技術会議において最先端研究開発支援プログラムの研究課題等が決定した後、3月10日に文部科学省か
らの通知を受け、助成金の交付対象となる機関に交付内定通知を発出した。これによって速やかな研究開始を可
能とした。その後、交付申請に基づいて3月25日には交付決定を行い、年度内に助成金の交付を行った。

②執行管理
　交付内定に先立って補助事業者となる予定の機関の事務担当者を集めて助成金の執行に関するルールの説明会
を開催し、助成金交付後の執行状況の把握が円滑に進むための下地作りに努めた。

③調査業務
　「最先端研究開発支援プログラム推進のための調査研究」においては、同プログラムに採択された各研究課題
の詳細な研究内容や積算を含む研究計画を対象に「予算構成の適切性」「その実現の可能性」「目標達成のため
に必要と想定される適正額」を調査した。調査に当たっては、各研究課題が属する研究分野に深い知識を有する
専門家に書面による調査を依頼するとともに、書面調査の結果をもとに合議調査を行うための委員会を設置し、
委託期間内に業務を終了して内閣府に報告書を提出した。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

先端研究助成基金助成金取扱要領
先端研究助成基金助成金における交付条件
平成21年度 科学技術基礎調査等委託「最先端研究開発支援プログラム推進のための調査研究」報告書

効率性

　内閣府や文科省と連絡を密にとりつつ、取扱要領等関係規程
の整備を進めることにより、総合科学技術会議における研究課
題等の決定から交付内定(研究開始)までを１日、さらに交付決
定及び助成金の交付までを約2週間の短期間で迅速に実施し
た。
　また、「最先端研究開発支援プログラム推進のための調査研
究」においては、調査に従事する専門家が振興会ホームページ
から調査用資料をダウンロードできるようにし、調査業務の受
託から報告書提出までを約１ヶ月の短期間で迅速に実施した。

Ｓ
有効性

　基金を財源とする助成金の特性を活かし、助成金の柔軟な使
用が可能となるよう交付条件を定めた。具体的な例としては、
交付を受けた助成金は、最終年度を除き返還することなく多年
度にわたり使用可能としたことや、年度途中における助成金の
追加交付請求を可能としたこと等が挙げられる。
　その一方、補助事業者は毎年度、補助事業に関する内部監査
を実施しなければならないことや、助成金の経理に関して振興
会が行う調査等への協力義務を交付条件に定めることにより、
助成金の適正な執行が確保されるように配慮している。

公正性・透明性

　振興会ホームページにおいて「最先端研究開発支援プログラ
ム」の事業概要、採択課題への交付決定額、助成金の取扱要領
や交付条件等を公開して、事業の透明性確保に努めている。ま
た、補助事業者から電話や電子メール等で寄せられた質問を取
りまとめてホームページ上に掲載することで、補助事業者の間
で情報格差が生じないよう公正性の維持に配慮している。
　また、「最先端研究開発支援プログラム推進のための調査研
究」を実施した際には、調査に従事する専門家から利害関係者
を排除するとともに、調査に用いた情報の守秘を徹底すること
により、調査の公正性が保たれるよう努めた。

評価の観点 達成度
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（1）年度計画

（2）業務実績

（２）研究者海外派遣業務

　補助金の適切な管理・運用の体制を構築し、国から交付される補助金により研究者海外派遣基金を造成する。
その際、特別の勘定を設け、区分経理を行う。
　本基金により研究者海外派遣業務として優秀若手研究者海外派遣事業及び組織的な若手研究者等海外派遣プロ
グラムの公募を行い、若手研究者を海外の大学等研究機関に派遣する。

①優秀若手研究者海外派遣事業
（ⅰ）助成業務
　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定に則り、助成金の取扱要領等関係規程を整備するとと
もに、派遣される助教等常勤研究者及び日本学術振興会特別研究員に対して、滞在費等を適正に交付できるよう
にする。
（ⅱ）募集業務
　我が国の大学等研究機関に所属する助教等常勤研究者及び日本学術振興会特別研究員を対象とした募集を行う
ため、募集要頄を整備するとともに、申請者が申請し易いよう申請受付を複数回行うなど配慮する。
また、事業の趣旨・目的等をより広く周知するため、説明会を実施する。
（ⅲ）審査業務
事業の審査は、審査方針に基づき特別研究員等審査会において行い、派遣対象者を選考する。

②組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
（ⅰ）助成業務
　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定に則り、助成金の取扱要領等関係規程を整備するとと
もに、助成の対象とされた我が国の大学等研究機関に対して滞在費等を適正に交付できるようにする。
（ⅱ）公募業務
　若手研究者に海外の大学等研究機関や研究対象地域において研究を行う機会を提供する我が国の大学等研究機
関を対象とした公募を行うため、公募要領を整備するとともに、申請者が申請し易いよう申請受付期間を長く設
けるよう配慮する。
　また、事業の趣旨・目的等をより広く周知するため、説明会を実施する。
（ⅲ）審査業務
　事業の審査は、審査方針に基づき国際事業委員会において行い、採択事業を選考する。審査を行うにあたって
は、国際事業委員会の下に専門家による公正な審査体制を整備し、透明性、信頼性を確保し、適切かつ円滑な運
営を図る。

　将来における我が国の経済社会の基盤となる有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、平成２１
年度補正予算（第１号）により交付された補助金により研究者海外派遣基金を造成した。基金の造成に当たって
は特別の勘定を設け区分経理を行うとともに、基金管理委員会を設置するなど基金の適切な管理・運用体制を構
築した。
　また、助成業務を適切に行うため、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定に則り、研究者海
外派遣基金助成金の取扱要領等関係規程を整備し、「優秀若手研究者海外派遣事業」及び「組織的な若手研究者
等海外派遣プログラム」の公募を行い、若手研究者を海外の大学等研究機関へ派遣した。

①優秀若手研究者海外派遣事業
（ⅰ）助成業務
　補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律の規定に則り、「研究者海外派遣基金助成金（優秀若手研究者
海外派遣事業）取扱要領」を制定し、滞在費等の適正な交付ができるようにするとともに、派遣される常勤研究
者及び特別研究員が適正に滞在費等の管理ができるように手引を作成した。
（ⅱ）募集業務
　平成21年度分募集要頄を作成し、常勤研究者1回、特別研究員2回の申請受付を行った。
また、事業の趣旨・目的等をより広く周知するための説明会を組織的な若手研究者等海外派遣プログラムの説明
とともに、大阪と東京で開催した。
（ⅲ）審査業務
　事業の審査については、特別研究員等審査会において、審査方針に基づき公正な書面審査等により選考を行っ
た。その選考結果に基づき、常勤研究者202名、特別研究員第1回、第2回合計478名を交付内定とした。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

優秀若手研究者海外派遣事業（常勤研究者）平成21年度募集要頄
優秀若手研究者海外派遣事業（特別研究員）平成21年度募集要頄（第1回・第2回）
研究者海外派遣基金助成金（優秀若手研究者海外派遣事業）取扱要領
優秀若手研究者海外派遣事業（常勤研究者）遵守事頄および諸手続の手引
優秀若手研究者海外派遣事業（特別研究員）遵守事頄および諸手続の手引

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム　平成21年度公募要領
研究者海外派遣事業助成金（組織的な若手研究者等海外派遣プログラム）取扱要領
研究者海外派遣事業助成金（組織的な若手研究者等海外派遣プログラム）事務要領

補助金の適切な管理・運用体制
の構築

  将来における我が国の経済社会の基盤となる有為な研究者の
海外への派遣を集中的に推進するため、平成２１年度補正予算
（第１号）により交付された補助金により研究者海外派遣基金
を造成した。基金の造成に当たっては特別の勘定を設け区分経
理を行うとともに、基金管理委員会を設置するなど基金の適切
な管理・運用体制を構築した。
　本基金により研究者海外派遣業務を適切に実施するため、補
助金等に係る予算執行の適正化に関する法律の規定に則り、
「研究者海外派遣基金助成金（優秀若手研究者海外派遣事業）
取扱要領」及び「研究者海外派遣基金助成金（組織的な若手研
究者等海外派遣プログラム）取扱要領」等関係規程を整備し、
派遣される若手研究者に滞在費等を適切に交付できるようにし
た。

Ｓ

若手研究者の国際研鑽機会の提
供

　優秀若手研究者海外派遣事業においては、我が国の大学等研
究機関に所属する助教等常勤研究者及び日本学術振興会特別研
究員を対象とした公募を行い、特別研究員等審査会において、
審査方針に基づき、公正な書面審査等により選考を行った。そ
の選考結果に基づき、常勤研究者202名、特別研究員第1回、第
2回合計478名を交付内定とした。各自の渡航計画に基づき、交
付決定を行い滞在費等を適正に交付し、常勤研究者187名、特
別研究員330名が平成21年度中に渡航した。
　組織的な若手研究者等海外派遣プログラムにおいては、我が
国の大学等研究機関を対象とした公募を行い、国際事業委員会
において、審査方針に基づき、公正な書面審査等を行い96件の
採択事業を決定した。また、採択された事業を行う大学等研究
機関に対して、派遣計画に基づき交付決定を行い、滞在費等を
適正に交付した。

該当なし

評価の観点 達成度

②組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
（ⅰ）助成業務
　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定に則り、「研究者海外派遣基金助成金（組織的な若手
研究者等海外派遣プログラム）取扱要領」を制定し、滞在費等の適正な交付ができるようにするとともに、助成
事業を行う大学等研究機関が適正に滞在費等の管理ができるよう事務要領を作成した。
（ⅱ）公募業務
　平成21年度公募要領を作成し、大学等研究機関を対象に公募を行った。公募にあたっては、申請受付期間を長
く設定し、申請し易いよう配慮した。
　また、事業の趣旨・目的等をより広く周知するための説明会を優秀若手研究者海外派遣事業の説明とともに、
大阪と東京で開催した。
（ⅲ）審査業務
　事業の審査は、審査方針に基づき国際事業委員会に下に専門家による分野別の審査・評価委員会を設置し、公
正な書面審査等を行い、96件の事業を採択した。
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（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（３）　先端学術研究人材養成事業

　我が国が世界をリードし得る先端的研究拠点において、国際的に卓越した内外の研究者の指導・監督により若
手研究者を育成するため、海外の著名研究者及び若手研究者を組織的に招へいする取り組みを支援する。平成２
１年度においては、１０機関以上を支援し、１００名以上の著名研究者及び若手研究者を招へいする。

　我が国が世界をリードし得る先端的研究拠点において、国際的に卓越した内外の研究者の指導・監督により若
手研究者を育成するため、海外の著名研究者及び若手研究者を組織的に招へいする取り組みを支援した。平成21
年度中に、17機関20課題において3名のノーベル賞受賞者を含む80名の著名研究者と126名の若手研究者、計206
名の研究者を同時にあるいは連続して招へいし、著名研究者による講演や指導、若手研究者による相互討論など
を効果的に実施した。

評価の観点 達成度

該当なし

該当なし

先端的研究拠点における若手研
究者の人材養成

　我が国を代表する先端的研究拠点に、世界各国から著名研究
者及び若手研究者を、受入機関が作成した計画に基づき組織的
に招へいすることにより、受入機関の研究環境の一層の国際化
に貢献するとともに、若手研究者の人材育成に寄与した。

Ａ

10以上の研究機関における組織
的招へいの取り組みを支援し、
100名以上の著名研究者及び若
手研究者を招へい

　平成21年度中に、17機関20課題において3名のノーベル賞受
賞者を含む80名の著名研究者と126名の若手研究者、計206名の
研究者を同時にあるいは連続して招へいし、著名研究者による
講演や指導、若手研究者による相互討論などを効果的に実施し
た。
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（5）評価資料

「日本学術振興会先端学術研究人材養成事業　募集要頄」
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自己点検・外部評価全体シート（第2）

掲載箇所 中期計画 １３頁 年度計画 １６頁 事業報告書 １２１頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

事業・業務の名称：第二　業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

１　業務運営については、既存事業の徹底した見直し、効率化を図る。
　一般管理費（人件費を含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率３％以上の効率化を達成す
るほか、その他の事業費（競争的資金等を除く。）については、中期目標期間中、毎事業年度、対前年度比１％
以上の業務の効率化を図る。
　人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律
第４７号）を踏まえ、平成１８年度以降の５年間で、平成１７年度を基準として５％以上を基本とする削減を引
き続き着実に実施する。
　さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、国家
公務員の取組を踏まえ、人件費改革を平成２３年度まで継続する。
ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分、競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用
される任期付職員については削減対象から除く。
　具体的には、国家公務員の給与構造改革を踏まえた勤務評定に基づく昇給等の見直しを行う。また、給与水準
の適正化を図るため、職務内容、経歴、勤務状況等を勘案した管理職員手当の見直しを行うとともに職員給与の
昇級号数の抑制を行うなどにより、総人件費の縮減を図る。
　業務の効率化を図る際、研究者等へのサービス低下を招かないように配慮する。また助成・支援業務におい
て、研究者への支援を確実かつ効果的に行う上で必要な審査・評価経費については、適切に措置する。

２　複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行い、連続した特別昇給や昇給延伸などを含め、職員の
処遇に的確に反映させることにより、本人のインセンティブが高まるようにするとともに、能力に応じた人員配
置をきめ細かに実施し、業務の効率的・効果的な遂行を可能にする。

３　中期的な計画の下に、情報インフラの整備を図る。
（１）業務システムの開発・改善
　会計システム等の業務システムは、業務の効率化、正確性などに直接影響を与えることから、必要に応じ、開
発及び改善を行う。
（２）情報管理システムの構築
　法人文書の作成、決裁、保存まで、業務上作成された文書を適切に管理するとともに、業務に必要な振興会内
の諸手続については、情報共有ソフト（グループウェア）を活用し、効率的な業務運営が実施できるよう引き続
き整備を行う。

４　事業の効率的な遂行のため外部委託について検討を行い、実施する。

５　「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その取組状況を公表する。また、随意契
約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施については、監事による監査を受けるとともに、監査
法人等によるチェックを要請する。

６　財務内容等の一層の透明性を確保するため、決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図る。

　振興会が、研究者コミュニティから信頼される、学術研究の振興を担う我が国唯一の資金配分機関として、効
率的・効果的に事業を運営していく上で必要な要素である。

第二　業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置
１　業務運営の効率化（p.162-165）
２　職員の能力に応じた人員配置（p.166）
３　情報インフラの整備（p.167）
４　外部委託の促進（p.168）
５　随意契約の見直し及び監査の適正化（p.169-171）
６　決算情報・セグメント情報の公表（p.172）
７　基金の安全な管理及び運用（p.173）
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4．得られた成果に関する評価

１　業務運営の効率化
　一般管理費について平成20年度予算に対して３．０％の削減を図ったほか、その他の事業費について、平成20年度予算
に対して１．２％の削減を図った。人件費についても、平成21年度においては、平成20年度（試算値）と比較し、1％以上削
減（△1.6％）した。
　業務委託については、業務運営の効率化の観点から、平成20年度に引き続き実施した業務に加え、新たにデータ入力
業務を外部委託し、業務の合理化・効率化を図った。さらには、会計規程・契約規則を改正し、指名競争の要件等を国の
基準に合わせるとともに、複数年契約について明確化するなど、業務運営の一層の効率化に努めた。

２　職員の能力に応じた人員配置
　限られた人員で効率的かつ適正な業務運営を行うために、新規採用と併せて、関係機関との計画的な人事交流を行
い、多様な人材を配置した。
　勤務成績を処遇に適切に反映させるべく、複数の評定者による客観的かつ公平な勤務評定により、成績優秀者（職員全
体の約30%）を選出し、勤勉手当を増額して支給した。また、号俸の細分化に伴い、より勤務成績に反映された昇給制度を
平成19年1月から実施している。
　業務の効率的・効果的な遂行を可能にするため、語学研修をはじめ海外での研修や外部で開催される研修へ職員を参
加させた。
　職員が自発的に業務に有益な知識を得るために、大学院修学等をすることができる休職制度を平成20年度に創設し、
実施している。

３　情報インフラの整備
（１）業務システムの開発・改善
　会計システムについては、伝票を電子的に処理するとともに、会計帳簿についても電子的に管理し、独立行政法人会計
基準に則り効率的かつ適正な会計処理を行った。また、特別勘定の追加に係る各種マスタデータ追加設定、振込通知書
出力の改善及び振込通知書作成条件の追加等の機能追加を実施し、業務の効率化につながった。
（２）情報管理システムの構築
　業務に必要な振興会内の諸手続のうち、情報共有ソフト（グループウェア）を活用している振興会ホームページの更新作
業依頼について、システム改修を行った。これにより、過去データの出力や随時修正等が実現し、より効率的な業務運営
が実施できるようになった。

４　外部委託の促進
　事業の移管や新規事業の増加などに対応するため、各課で各事業の業務を精査し、費用対効果や研究者へのサービ
スの低下を招かないよう検証を行った上で、業務の一部について外部委託を実施した。平成２1年度は平成２０年度に引き
続き、より一層合理的かつ効果的に事業の実施を図るため、外部委託を拡大した。
○平成２１年度に実施した外部委託業務（継続分）
・フェローシップ事業における公募、日本語研修、オリエンテーション、日常管理、生活支援等業務
・情報システム運用管理支援業務
・ＩＴコンサルタント会社による電子システム調達見積の評価
・先端科学シンポジウムの管理・運用業務
・特別研究員年末調整に伴う書類不備確認、問い合わせ対応、書類提出催促及びデータ入力業務
　
○平成２１年度　新規外部委託業務
・「研究環境国際化の開発手法」に伴う大学国際化調査
　（調査依頼、調査結果データの収集・集計・分析及び報告書の作成等）
・世界トップレベル研究拠点プログラムアンケート調査
・ＣＭＳ設計に伴う委託業務（CMS：コンテンツ・マネジメント・システム）
・ＣＭＳ導入及びホームページ再構築にかかる業務

５　随意契約の見直し及び監査の適正化
　（１）随意契約の見直し
　国における見直しの取組（「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付け財計第2017号。財務大臣から各省各
庁の長あて。））等を踏まえ、複数年契約について契約規則に明記し、取扱い要領を新たに整備したことで、恣意的な運用
を避けることができた。
　また、平成20年度末の契約規則改正で、複数年契約について明確に定めたことにより、平成21年度の随意契約数が大
幅に減尐した。取組状況については、随意契約実績として、年度末にホームページに公開した。
　平成21年12月4日に立ち上げた契約監視委員会から、随意契約と一者応札についての点検・見直しを受け、平成20年度
にあった83件の随意契約を、見直し計画において、真にやむを得ないもののみの31件まで減らすこととなった。

　（２）監査の適正化
　監査法人との契約に「契約締結に関する内部統制」に関する事項を設け、適切に内部統制が行われているかについて
チェックを受けた。
　また、契約監視委員会から随意契約の見直しを受け、この点検・見直しの結果を受けて、各課へ一般競争入札への移行
について周知した。
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5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

一般管理費 513,730 503,623

その他の事業費 27,791,274 28,156,488

人件費（総人件
費改革相当額）

699,214 700,140
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定
１　業務運営の効率化
　一般管理費、その他の事業費、人件費について、削減目標を達成した。

２　職員の能力に応じた人員配置
　文部科学省及び国立大学法人等との計画的な人事交流により、各個人の能力に応じた人員配
置を実施し、業務を効率的・効果的かつ機動的に遂行した。勤務評定については、勤務成績を
職員の処遇に適切に反映させ、職員のインセンティブを高める方策として複数の評定者により
客観的かつ公平に実施した。

３　情報インフラの整備
　会計業務にあわせた会計システムの改善として、管理会計の導入に伴うセグメント対応を
行った。また、振興会ホームページの更新作業依頼に、グループウェアを活用した申請方法を
導入し、作業管理の簡素化を図り、効率的な業務運営に寄与した。

４　外部委託の促進
　外部委託を積極的に推進し、業務増・業務改善に対応した結果、尐数の職員で振興会全体の
業務を遂行した。

５　随意契約の見直し及び監査の適正化
　複数年契約について、契約規則、取扱い要領を整備したことで、恣意的な運用を避けること
が出来た。また、総務省行政管理局から入札・契約について監事及び会計監査人による徹底的
なチェックを行うよう要請があり、監事には前年度に引き続き、監査法人には新たに契約につ
いての内部統制等についてチェックを受けたことにより、合規性、公正性の向上が図れた。

６　決算情報・セグメント情報の公表
　事業及び業務内容に基づき適切なセグメントの設定をし、執行の結果を決算の確定と共にセ
グメント毎に公開した。

７　基金の管理及び運用
　「運用に関する取扱要頄」において管理運用の手段を定期預金や譲渡性預金など、安全性の
高い金融商品に限定するとともに、取引相手については「金融庁が指定する格付け機関のう
ち、２社以上において長期債務の評価がA以上」であること等を条件とし、安全性に配慮した資
金運用を行った。
　一方で、管理運用の相手方を選定するに当たっては、引き合いを行い複数の金融機関を比較
し、運用利回りが最も高い相手方を選定することで、収益性の向上に努めた。

Ａ

７　基金の安全な管理及び運用
　基金管理委員会及び同委員会運用部会を設置し、基金の安全かつ効率的な運用を行うための体制を整備した。また、
基金の運用方針として、「独立行政法人日本学術振興会における先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の運用に
関する取扱要項(以下「運用に関する取扱要項」という。)」を制定し、安全性の確保を重視して取引先金融機関を選定する
とともに、流動性の確保や収益性の向上にも配慮した基金の運用を行った。
　運用に当たっては、助成金の交付時期を考慮しつつ、安全な金融機関と効率的な金融商品を選択した。複数の金融機
関からの引き合いを行い、競争性の確保に努めた。

６　決算情報・セグメント情報の公表
　中期計画に基づく業務内容等に応じた適切な区分によるセグメントを検討し、振興会の主となる事業を基本とした上、セ
グメントを設定した。また、決算・セグメント情報の公表に対応できるよう、セグメント毎の管理を行うための会計システムの
改善を行い、セグメント情報を公表することとした。
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7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　平成21年度は、第２期中期目標を達成するため、中期計画に沿って業務を適切かつ十分に達成している。

 「業務運営の効率化」では削減目標を達成している。「職員の能力に応じた人員配置」ではイ
ンセンティブを尊重しつつ客観的・公平に実施を図っているが、国立大学法人等との計画的な
人事交流の将来的計画を確実なものにする事が大切である。「情報インフラ整備」に関しては
会計システムの改善などによって効率的な業務運営に寄与した。また、「外部委託の促進」で
不足がちな職員のマンパワーを補い、「随時契約の見直し」を徹底すると同時に、「監査の適
正化」をさらに進め、「決算情報・セグメント情報」の公開にも努めている。したがって、年
度計画を十分に達成したと評価できる。

Ａ
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（1）年度計画

（2）業務実績

１　業務運営の効率化

　業務運営については、既存事業の徹底した見直し、効率化を図る。また、組織体制、業務分担の見直しについ
て検討を行い、事務手続き、決裁方法など、事務の簡素化・合理化を促進する。これらにより一般管理費（人件
費を含む。）については、中期目標期間中の初年度と比して年率３％以上の効率化を達成するための取組を行
う。その他の事業費（競争的資金を除く。）について、平成２０年度予算に対して１％以上の削減を図る。また
寄付金事業等についても業務の効率化を図るなど、中期計画に従い業務の効率化を図る。
　なお、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において削減対象とされた人件費につい
ては、平成２２年度までに平成１７年度の人件費と比較し、５％以上削減し、「経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平
成２３年度まで継続する。そのため、平成２１年度の人件費については、平成２０年度の人件費と比較し、概ね
１％の削減を目安とする。ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分、競争的研究資金並びに国からの委
託費及び補助金により雇用される任期付職員については削減対象から除く。
　具体的には、職員給与の昇級号俸数の抑制を行うことなどにより、総人件費の縮減を図る。
　業務の実施に当たり委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「公共調達の適正化について」（平成
１８年８月２５日付け財計第2017号。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、一般競争入札の範囲の
拡大や随意契約の見直し等を通じた業務運営の一層の効率化を図ることとする。
　業務の効率化を図る際、研究者等へのサービスの低下を招かないよう配慮する。

　中期計画に掲げた「業務運営については、既存事業の徹底した見直し、効率化を図る。一般管理費（人件費を
含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率3％以上の効率化を達成するほか、その他の事業費
（競争的資金を除く。）については、中期目標期間中、毎事業年度、対前年度比1％以上の業務の効率化を図
る。」を実現するため、各課への予算配分にあたって効果的な執行を指示するほか、随時状況を周知し、常に事
業実施にあたって予算を意識させた。
　この結果、平成21年度においては、一般管理費について平成20年度予算に対して3.0％の削減を図ったほか、
その他の事業費について、平成20年度予算に対して1.2％の削減を図った。

　人件費についても、「行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）において削減対象とされた人件費に
ついては、平成22年度までに平成17年度の人件費と比較し、5％以上削減する。そのため、平成21年度の人件費
については、平成20年度の人件費と比較し、概ね1％の削減を目安とする。ただし、今後の人事院勧告を踏まえ
た給与改定分については削減対象から除く。」を実現するため、次の取組を実施するとともに、ラスパイレス指
数を引き下げるため、給与体系の見直しを行った。
　・給与格付の引き下げとして、〔平成16年7月△7%　平成18年4月△3%　平成20年4月△4%〕を実施しており、
　　平成17年度決算と比較し△2.64％となっている。
　・職員の昇給号俸数の抑制を平成20年1月から実施しており、平成17年度と比較して、△0.5％となって
　　いる。
　・人事院勧告を踏まえた給与改訂を実施しており、平成17年度と比較して△1.56％となっている。
　その結果、平成21年度総人件費については、平成17年度決算に対して4.7％の削減を行った。なお、平成20年
度決算（試算値）に対しては1.6％の削減となっている。

　業務の実施にあたり外部委託等を実施する場合には、国における見直しの取組（「公共調達の適正化につい
て」（平成18年8月25日付け財計第2017号。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、一般競争入札の
範囲拡大や随意契約の見直し等を通じた業務運営の一層の効率化を図ることとしている。業務委託については、
業務運営の効率化の観点から、平成20年度に引き続き実施した業務に加え、新たに大学国際化調査等を外部委託
し、業務の合理化・効率化を図った。さらには、契約規則を改正し、予定価格調書の作成を省略できる状況のう
ち、一部の条頄を削除し、一括再委託の禁止規定を追加するなど、業務運営の一層の効率化に努めた。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

対前年度3％以上の一般管理費
削減

　平成21年度においては、一般管理費に関し、平成20年度予算
に対して3％以上の削減を計画したところであるが、実績では
3.0％削減を達成した。

（前年度予算額－決算額）÷前年度執行予算額＝効率化率
　※前年度執行予算額＝前年度予算額に平成21年度予算に
　　おける消費者物価指数による伸び率の影響額を含む
　※予算額、執行額は退職手当を除く。

【運営費交付金事業（一般管理費）】
（519,280,016－503,622,831）÷519,280,016＝3.0％

Ａ

対前年度1％以上のその他の事
業費の削減

　平成21年度においては、その他の事業費に関し、平成20年度
予算に対して１％以上の削減を計画したところであるが、実績
では1.2％削減を達成した。

（前年度執行予算額－決算額）÷前年度執行予算額＝効率化率
　※前年度執行予算額＝前年度予算額に平成21年度予算に
　　おける消費者物価指数及び業務政策係数による伸び率
　　の影響額を含む。
　※予算額、執行額は退職手当を除く。
  ※平成21年度予算額及び、執行額は、平成21年度補正予算
　　（第1号）で措置された先端学術研究人材養成事業分を
　　除く

【運営費交付金事業（業務費）】
(28,493,481,928－28,156,487,912)÷28,493,481,928＝1.2％

対前年度1％以上の人件費削減

　平成21年度の人件費については、平成20年度の人件費と比較
すると微増しているが、これは平成20年度において育児休業や
休職による欠員補充がやむを得ずできず、人件費が過度に尐額
となっているためであり、これらの補充が行われたとして試算
した平成20年度人件費（試算値・711,619千円）と比較すれば、
1.6％の削減を達成した。
（人件費の範囲は常勤の役職員に対し支給した報酬（給与）、
賞与、その他の手当の合計額、退職金、福利厚生費（法定福利
費及び法定外福利費）は含まない。）
（21年度人件費－20年度人件費）÷20年度人件費×100＝削減率
（700,140千円－711,619千円）÷711,619千円×100≒△1.6％
　
　なお、実績値と比較すると0.1％の微増となる。
（21年度人件費－20年度人件費）÷20年度人件費×100＝削減率
（700,140千円－699,214千円）÷699,214千円×100≒0.1％

評価の観点 達成度
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（4）指摘事頄に対する見直し状況

　外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、相手国にマッチングファンド
を求める事業へ移行する方針に基づき、平成22年度中に全課題が終了し、事業が廃止される予
定であり、平成21年度においては、5件の課題が終了した（残り7件）。人文・社会科学振興プ
ロジェクト研究事業については、所期の目的が達成されたため、平成20年度をもって廃止し
た。他の事業については、我が国の学術振興のため必要不可欠であり、規模の適正化・効率的
な運営に配慮しつつ、事業を実施しているところである。

③給与水準引き下げのために講じた措置について、監事監査を実施した。

　人件費については、「行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）において削減対象
とされた人件費について、次の取組を行うとともに、ラスパイレス指数を引き下げるため、給
与体系の見直しを行った。
・給与格付の引き下げとして、〔平成16年7月△7%　平成18年4月△3%　平成20年4月△4%〕を実
施しており、平成17年度決算と比較し△2.64％となっている。
・職員の昇給号俸数の抑制を平成20年1月から実施しており、平成17年度と比較して、△0.5％
となっている。
・人事院勧告を踏まえた給与改訂を実施しており、平成17年度と比較して△1.56％となってい
る。
　その結果、平成21年度総人件費については、平成17年度決算に対して4.7％の削減を行った。
なお、平成20年度決算（試算値）に対しては1.6％の削減となっている。

　平成21年度の給与水準については未定であるが、その検証においては、学歴・地域以外の要
因についても行うものとする。

見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

「整理合理化計画　Ⅱ－１－(1)　事務・事業の見直し等」
　国民にとって真に不可欠な事務・事業以外は廃止すべきであり、引き続き独立行政法人が行
うこととされる事務・事業についても規模の適正化・効率化等を推進する。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
③給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事に
よる監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第３－２　効率化目標の設定及び総人件費改革」
　総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
（平成18年法律第47号）等に基づき、5年間で5％以上を基本とする削減を着実に実施すること
とし、役職員の給与に関し国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しを促進する。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
ア　各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規程に沿って着実に削減に取
り組むこと。

「整理合理化計画　別表【業務運営体制の整備】」
○「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において削減対象とされた人件費に
ついては、平成22年度までに平成17年度予算の人件費と比較し、5％以上削減する。

「総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による評価結果」
　本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数（年齢勘案）で119.0（事務・技
術職員）と国家公務員の水準を上回っている。（中略）今後の評価に当たっては、別紙２（1-
(1)-ｱ-　(ｲ)、(ｴ)）を踏まえ、法人の説明が国民の納得の得られるものとなっているかという
観点から検証し、その結果を評価結果において明らかにすべきである。

「総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による評価結果　表１」
　平成19年度の給与水準の対国家指数については、職員の昇給号数の抑制、管理職手当の見直
し、管理職ポストの削減等により、119（平成18年：121）と着実に低下が図られている。高学
歴者の割合、勤務地、職務の困難性など、日本学術振興会の給与水準が高くなっている要因は
あるが、引き続き適切な給与水準への改善を望む。

「政策評価・独立行政法人評価委員会による二次評価結果」
１）給与水準に影響する諸手当の適切性
「国と異なる諸手当として、①俸給の特別調整額（管理職手当が定率性）、②勤勉手当（対象
者の割合、最優秀者の設定なし）がある。」
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自己点検・外部評価個別シート（第2-1）

（5）評価資料

「独立行政法人日本学術振興会の役職員の報酬・給与について」
※平成21年度分については、6月30日公表予定

俸給の特別調整額（振興会における管理職手当）は、国と同様の定額制よりも、定率制の方が
人件費を抑えられるため現状では定率制を維持するが、定額制の導入については引き続き検討
することとしている。勤勉手当に関しては、国と同様の取り扱いに変更した。
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自己点検・外部評価個別シート（第2-2）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

該当なし

客観的かつ公平な勤務評定の実
施

　勤務成績を職員の処遇に適切に反映させ、職員のインセン
ティブを高める方策として複数の評定者による客観的かつ公平
な勤務評定を実施した。

職員の質の向上のための研修の
実施

　語学研修をはじめとする国内外での研修へ職員を参加させ、
業務の円滑な遂行、職員の資質向上を図った。

Ａ

　文部科学省及び国立大学法人等との計画的な人事交流によ
り、各個人の能力に応じた人員配置を実施し、業務を効率的・
効果的かつ機動的に遂行した。

効率的かつ計画的な人事交流の
実施

２　職員の能力に応じた人員配置

　能力に応じた処遇、人員配置を可能にするため、複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行い、給
与への反映を図る。

　限られた人員で効率的かつ適正な業務運営を行うために、新規採用と併せて、関係機関との計画的な人事交流
を行い、多様な人材を配置した。
　勤務成績を処遇に適切に反映させるべく、複数の評定者による客観的かつ公平な勤務評定により、成績優秀者
（職員全体の約30％）を選出し、勤勉手当を増額して支給した。また、号俸の細分化に伴い、より勤務成績に反
映された昇給制度を、平成19年1月から実施している。
業務の効率的・効果的な遂行を可能にするため、語学研修をはじめ海外での研修や外部で開催される研修へ職員
を参加させた。
　職員が自発的に業務に有益な知識を得るために、大学院修学等をすることができる休職制度を平成20年度に創
設し、実施している。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第2-3）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

該当なし

業務システムの改善

　特別勘定の追加に係る各種マスタデータ追加設定、振込通知
書出力の改善及び振込通知書作成条件の追加等の会計システム
の改修を行った。会計システムの機能改善により、業務の効率
化につながった。

情報管理システムの構築

　振興会ホームページの更新作業依頼を行うための情報共有ソ
フト（グループウェア）について、過去データの出力や随時修
正等のシステム改修を行った。グループウェアの機能改善によ
り、業務の効率化につながった。

Ａ

３　情報インフラの整備

（１）業務システムの開発・改善
　会計システムについては、伝票を電子的に処理するとともに、会計帳簿についても電子的に管理し、独立行政
法人会計基準に則り効率的かつ適正な会計処理を行う。

（２）情報管理システムの構築
　業務に必要な振興会内の諸手続については、情報共有ソフト（グループウェア）を活用し、効率的な業務運営
が実施できるよう引き続き整備を行う。

（１）業務システムの開発・改善
　会計システムについては、伝票を電子的に処理するとともに、会計帳簿についても電子的に管理し、独立行政
法人会計基準に則り効率的かつ適正な会計処理を行った。また、特別勘定の追加に係る各種マスタデータ追加設
定、振込通知書出力の改善及び振込通知書作成条件の追加等の機能追加を実施し、業務の効率化につながった。

（２）情報管理システムの構築
　業務に必要な振興会内の諸手続のうち、情報共有ソフト（グループウェア）を活用している振興会ホームペー
ジの更新作業依頼について、システム改修を行った。これにより、過去データの出力や随時修正等が実現し、よ
り効率的な業務運営が実施できるようになった。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第2-4）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

４　外部委託の促進

　事業の効率的な遂行のための外部委託については、効率化が図られる業務や分野、部門を調査し、外部委託の
有効性を検討し、外部委託を促進する。

　新規事業の増加などに対応するため、各事業の業務を精査し、合理的かつ効率的に事業が実施できるよう検討
を進め、業務の一部について外部委託を推進した。

○平成２１年度に実施した外部委託業務（継続分）
・フェローシップ事業における公募、日本語研修、オリエンテーション、日常管理、生活支援等業務
・情報システム運用管理支援業務
・ＩＴコンサルタント会社による電子システム調達見積の評価
・先端科学シンポジウムの管理・運用業務
・特別研究員年末調整に伴う書類不備確認、問い合わせ対応、書類提出催促及びデータ入力業務

○平成２１年度　新規外部委託業務
・「研究環境国際化の開発手法」に伴う大学国際化調査
　（調査依頼、調査結果データの収集・集計・分析及び報告書の作成等）
・世界トップレベル研究拠点プログラムアンケート調査
・ＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・システム）設計に伴う委託業務
・ＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・システム）導入及びホームページ再構築にかかる業務

評価の観点 達成度

業務の効率的な実施、省力化
　外部委託を積極的に推進し、業務増・業務改善に対応した結
果、業務の効率化を図った。

「整理合理化計画　別表【業務運営体制の整備】」
　また、業務の効率化の観点から、業務委託を積極的に推進する。

　業務の内容を精査した上で、積極的に推進している。

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第2-5）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

随意契約の見直し
　複数年契約について、契約規則、取扱要領を整備したこと
で、恣意的な運用を避けることが出来た。

Ａ

監査の適正化

　総務省行政管理局から入札・契約について監事及び会計監査
人による徹底的なチェックを行うよう要請があり、監事には引
き続き、監査法人には新たに契約についての内部統制等につい
てチェックを受けたことにより、合規性、公正性の向上が図ら
れた。

５　随意契約の見直し及び監査の適正化

（１）随意契約の見直し
　「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するため、契約手法の工夫により、随意契約件数を減尐さ
せる。また、取組状況については、随意契約実績として、年度末にホームページに公開する。

（２）監査の適正化
　随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施については、引き続き監事による監査を受け
るとともに、監査法人等によるチェックを要請する。
　また、監査結果については、監査終了後に公開する。

（１）随意契約の見直し
　国における見直しの取組（「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付け財計第2017号。財務大臣か
ら各省各庁の長あて。））等を踏まえ、複数年契約について契約規則に明記し、取扱い要領を新たに整備したこ
とで、恣意的な運用を避けることができた。
　また、平成20年度末の契約規則改正で、複数年契約について明確に定めたことにより、平成21年度の随意契約
数が大幅に減尐した。取組状況については、随意契約実績として、年度末にホームページに公開した。
　平成21年12月4日に立ち上げた契約監視委員会から、随意契約と一者応札についての点検を受け、これに対し
て見直しを行い、平成20年度にあった83件の随意契約を、見直し計画において、真にやむを得ないもののみの31
件まで減らすこととなった。

（２）監査の適正化
　監査法人との契約に「契約締結に関する内部統制」に関する事頄を設け、適切に内部統制が行われているかに
ついてチェックを受けた。
　また、契約監視委員会から随意契約の見直しを受け、この点検・見直しの結果を受けて、各課へ一般競争入札
への移行について周知した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第2-5）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第３－３　随意契約の見直し」
　業務の実施に当たり委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「公共調達の適正化について」
（平成18年8月25日付け財計第2017号。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、契約の在り方
の見直しなど不断の見直しを行い、一般競争入札の導入・範囲拡大や契約の見直し等を通じた業務運
営の一層の効率化を図ることとする。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(1)　随意契約の見直し」
①独立行政法人の契約は、原則として一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性
のない随意契約は含まない。以下同じ。）によることとし、各独立行政法人は、随意契約によることができ
る限度額等の基準について、国と同額の基準に設定するよう本年度中に措置する。
②各法人が策定する随意契約見直し計画において、独立行政法人全体で、平成18年度に締結した競争
性のない随意契約1兆円のうち、約7割（0.7兆円）を一般競争入札等に移行することとしており、これらを
着実に実施することにより、競争性のない随意契約の比率を国並みに引き下げる。
③各独立行政法人は、契約が一般競争入札等による場合であっても、特に企画競争、公募を行う場合
には、真に競争性、透明性が確保される方法により実施する。
④随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施について、監事及び会計監査人
による監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳正にチェックする。
⑤各独立行政法人は、随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フォローアップ
を実施する。
⑥総務省は、独立行政法人における随意契約見直しの取組状況を取りまとめ、公表する。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(3)　官民競争入札等の積極的な適用」
　競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づく官民競争入札
等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の提供する財・サービスの質の維持・向上と経費削減を図
る。

「整理合理化計画　別表【随意契約の見直し】」
　○平成20年1月1日より、国の随意契約の基準を全面的に実施する。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
③給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事による監
査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(1)内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備」
②関連法人等との人・資金の流れの在り方
カ　随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、情報開示の状況について、監事及び会計監査人に
よる監査で厳格にチェックするとともに、評価委員会において事後評価を行う。

④監事監査等の在り方
ウ　各独立行政法人の監事は、随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、給与水準の状況、内部
統制の状況及び情報開示の状況について、監査で厳格にチェックする。また、このために必要な監査体
制を適切に整備する。
エ　各独立行政法人の監事は、相互間の情報交換・連携を強化する。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（随意契約の見直
し及び監査の適正化）」
・随意契約の見直し計画の着実な進展が見られる。見直し計画をより効果的なものとするためは、第三
者評価の仕組みを制度化するとともに、一括再委託禁止措置の規定を定めることが必要である。また、
契約手続きに係る執行体制・審査体制を強化することが望まれる。

「独立行政法人の抜本的な見直しについて　２．見直しの視点　(3) 組織体制及び運営の効率化の検証」
⑧  随意契約は、真に合理的な理由があるものに限定されているか。また、競争入札についても、実質
的な競争が確保されているか。
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自己点検・外部評価個別シート（第2-5）

（5）評価資料

契約規則、取扱要領

見直し状況

　日本学術振興会の契約の在り方の見直しなどの取組状況としては、業務の効率化を一層促進するた
めに、随意契約の適正化など契約事務の見直しを着実に実施している。

（１）平成１９年４月に随意契約によることができる金額を国の基準と同一とし運用を開始し、
（２）尐額随意契約についても、競争原理を導入し複数の者から見積書を徴収している。
（３）平成１９年４月から随意契約実績の公表基準を国と同一とし、契約件名、契約締結年月日、契約相
手方、契約金額などを公表し、
（４）更に、契約規則を一部改正し、平成２０年１月より、随意契約できる基準を国に合わせ、併せて、競
争契約実績の公表に係る規則の改正も行い、契約件名、契約締結年月日、契約相手方、契約金額など
を公表している。
（５）また、随意契約見直し計画に基づき、一般競争入札の件数、範囲の拡大に努め実施しているところ
である。
（６）平成２０年１１月からは、更に指名競争契約によることができる基準額を国と同一とし、また「業務運
営上必要がある場合」に指名競争契約・随意契約ができる包括的条項の規定を国と同一とした。
（７）平成２１年２月からは、総合評価落札方式の規定、公募・企画競争の規定、複数年契約の規定を契
約規則上において明確化し、また仕様策定委員会、技術審査、公募、企画競争、契約予定者の選定、複
数年契約に関する取扱要領も制定している。
（８）平成２１年４月からは、予定価格調書等の省略、契約書作成の省略、検査調書の省略できる額を国
の基準と同一とし運用開始している。
（９）平成２１年１１月からは、予定価格調書の作成を省略できる条項のうち、対象範囲などが不明確なも
のを定めている条項を削除し、一括再委託の禁止規定を追加するとともに、一部再委託については認め
ることとし、書面により再委託金額の把握を行うこととしている。

＜Ⅲ-１-(4)③について＞
　給与水準引き下げのために講じた措置について、監事監査を実施した。
　
＜Ⅲ-２-(1)②カについて＞
　監事及び監査法人によるチェックを受けた。監事からは、引き続き事前のチェック（決裁）
を受け、監査法人からは、会計関係について内部統制がなされているかのチェックを受けた。

＜Ⅲ-２-(1)④ウ、エについて＞
　監事監査による事前のチェック（決裁）を受けるよう体制を整備し、監事によるチェックを
受けた。また、監査室を設置しており監査体制は整備されている。さらに、文部科学省所管独
立行政法人の監事相互間の情報交換体制を整備した。

　平成21年11月12日に契約規則を改正し、一括再委託の禁止規定を追加するとともに、一部再
委託については認めることとし、再委託金額の把握を行うこととしている。また、契約監視員
会による点検を受けることにより、真にやむを得ないもののみを随意契約としている。

　⑧契約監視委員会から、随意契約と一者応札についての点検・見直しを受け、平成20年度に
あった83件の随意契約を、見直し計画において、真にやむを得ないもののみの31件まで減らす
こととなった。また、一者応札を減らすために公告期間の確保や、発注規模を小さくし、より
競争性を高めるなどの対策を講じることとした。
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自己点検・外部評価個別シート（第2-6）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

６　決算情報・セグメント情報の公表

　決算情報とともにセグメント情報を公表する。

　中期計画に基づく業務内容等に応じた適切な区分によるセグメントを検討し、振興会の主となる事業を基本と
した上、平成20年度よりセグメントを設定した。また、決算・セグメント情報の公表に対応できるよう、セグメ
ント毎の管理を行うための会計システムの改善を行い、セグメント情報を公表している。

評価の観点 達成度

該当なし

セグメント情報の公表
　事業及び業務内容に基づき適切なセグメントを設定し、執行
の結果を決算の確定とともにセグメント毎に公開することとし
た。

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第三－１　中期目標等における業務の重点化や効率化に
向けた取組の明確化等」
　また、事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事業選択や業務
運営の効率化に反映させること等により見直しの実効性を確保するとともに、日本学術振興会
の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充実等
を図るものとする。

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(1)内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備」
③管理会計の活用及び情報開示の在り方
イ　各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底
する。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
セグメント情報の公表は特に重要であり、一層の取組みに期待したい。

　平成２０年度より、会計システムの改善を行い、事業及び業務内容等に応じた区分に基づく
セグメントを設定し、開示することとした。

172
176



自己点検・外部評価個別シート（第2-7）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

７　基金の管理及び運用

　安全かつ安定的な基金の運用を図るため、基金管理委員会を組織する。基金管理委員会は、安全性や利便性等
に優れた金融機関を取引銀行として選定するとともに、流動性も考慮に加えつつ基金の運用方針を適切に定め
る。
　また、基金の運用状況を確認するとともに、必要に応じて、安全な金融機関の選択や効率的な金融商品の選択
等に関する運用方針の見直しを行う。

　基金管理委員会及び同委員会運用部会を設置し、基金の安全かつ安定的な運用を行うための体制を整備した。
また、基金の運用方針として、「独立行政法人日本学術振興会における先端研究助成基金及び研究者海外派遣基
金の運用に関する取扱要頄(以下「運用に関する取扱要頄」という。)」を制定し、安全性の確保を重視して取引
先金融機関を選定するとともに、流動性の確保や収益性の向上にも配慮した基金の運用を行った。
　運用に当たっては、助成金の交付時期を考慮しつつ、安全な金融機関と効率的な金融商品を選択した。複数の
金融機関からの引き合いを行い、競争性の確保に努めた。

評価の観点 達成度

安全かつ安定的な資金運用

　「運用に関する取扱要頄」において管理運用の手段を定期預
金や譲渡性預金など、安全性の高い金融商品に限定するととも
に、取引相手については「金融庁が指定する格付け機関のう
ち、２社以上において長期債務の評価がA以上」であること等
を条件とし、安全性を重視した資金運用を行った。
　管理運用の相手方を選定するに当たっては、引き合いを行い
複数の金融機関を比較し、運用利回りが最も高い相手方を選定
することで、収益性の向上に努めた。

該当なし

該当なし

独立行政法人日本学術振興会先端研究助成基金設置規程
独立行政法人日本学術振興会研究者海外派遣基金設置規程
独立行政法人日本学術振興会基金管理委員会規程
独立行政法人日本学術振興会基金管理委員会運用部会設置要頄
独立行政法人日本学術振興会における先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の運用に関する取扱要頄
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自己点検・外部評価全体シート（第7-2）

掲載箇所 中期計画 １５頁 年度計画 １８頁 事業報告書 １２７頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

（１）職員の研修計画
　①　語学研修においては、6名の者が英会話研修を受講した。
　②　海外の機関での研修においては、1名の者が英オックスフォード大学での語学研修を受講した。
　③　情報セキュリティ研修においては、45名の者が受講した。
　そのほか、外部の研修として、9研修に12名の者が受講した。

（２）人事交流
　大学等学術研究機関の研究者を支援するに当たっては、大学等学術研究機関における業務経験を持つ人材を活
用することが業務の効果的・効率的な運営上、有益であり、国立大学法人等から55人の質の高い人材を人事交流
により確保し、適切な人事配置を行った。一方、これらの人材に振興会の業務を経験させることにより、研究助
成や国際交流等の経験を積ませ、将来、国立大学等において業務を行うための有益なスキルを身につけさせる
等、育成することができた。

事業・業務の名称：第七　その他主務省令で定める業務運営の効率化に関する事頄
　　　　　　　　　２　人事に関する計画

２　人事に関する計画
（１）人事方針
①限られた人員での効率的・効果的な業務の遂行を実現するため、国内及び国外研修等を実施し、職員の専門性
を高めるとともに、意識向上を図る。
　また、振興会職員の意識向上を図るため、情報セキュリティ研修等を定期的に実施する。
②大学をはじめ学術振興に関連する機関との人事交流を促進して、質の高い人材の確保・育成を図り、職員の意
識や能力に応じた適切な人事配置を行う。
③職員の業績等の人事評価を定期的に実施し、その結果を処遇、人事配置等に適切かつ具体的に反映すること
で、人材の効果的活用や職員の職務遂行能力・方法の向上を図る。
④国の助成事業等関連業務を有効かつ円滑に実施するため、実務経験を有する質の高い人材の確保を図り、適切
な人事配置を行う。
⑤職員の勤務環境を整備するため、必要な福利・厚生の充実を図る。

（２）人件費に係る指標
　中期目標期間中、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第
４７号）に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基準として試算した削減対象人件費については、総人件
費改革の取組の削減対象外となる任期付職員に係る人件費を除き総額３，５０６百万円を支出する。
　ただし、上記の額は、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において削減対象とされ
た人件費を指し、上記の削減対象とされた人件費に総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付職員に係る人
件費を含めた総額は、４，１７２百万円である。（この金額は今後の競争的研究資金、国からの委託費もしくは
補助金又は民間資金の獲得の状況により増減があり得る。）

　限られた人員で効率的かつ適正な業務運営を行うためには、関係機関との計画的な人事交流や職員研修を実施
し、職員のインセンティブを高める必要がある。

２　人事に関する計画
（１） 職員の研修計画（p.176）
（２）人事交流（p.177）
（３）人事評定（p.178）
（４）競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員にかかる人事配置
（p.180）
（５）職員の福利・厚生（p.181）
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自己点検・外部評価全体シート（第7-2）

5．決算額（支出額） 【人件費（総人件費改革相当額）】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

699,214 700,140
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　効率的かつ適切な業務運営のため、語学研修をはじめとする国内外での研修へ職員を参加さ
せることにより、職員の資質向上を図った。また、文部科学省や国立大学等における豊富な実
務経験を有する人材を確保し、その経験を生かせる部署に配置し、業務を効率的・効果的かつ
機動的に実施できるようにした。職員の勤務評定については、勤務成績を職員の処遇に適切に
反映させ、勤務評定の実効性を上げるとともに、複数の評定者が関わることにより、客観的か
つ公平な実施を心がけた。福利・厚生については、外部の専門家を利用することにより、相談
者に対して適確な回答ができるようになった。
　このような取組により、限られた人員で効率的かつ適正な業務運営を行うことができた。

Ａ

　平成21年度は、第2期中期目標を達成するため、中期計画に沿って業務を適切かつ十分に達成している。

　学術の国際化、グローバル化にともない、職員の質的向上は極めて重要であり、そのための
語学研修を始めとする各種研修への参加は評価できる。また、人事交流によって人材が確保さ
れ、福祉厚生も充実しているので、効率的かつ適切な業務運営が行われている。

Ａ

（３）人事評定
　役員については、文科省独立行政法人評価委員会が行う業績評価を勘案し、期末手当の額を100分の80以上100
分の110以下の範囲内で増減できることとしている。
　職員については、複数の評定者による客観的かつ公平な勤務評定により、成績優秀者（職員全体の約30％）を
選出し、勤勉手当を増額して支給した。また、号俸の細分化に伴い、より勤務成績に反映された昇給制度を、平
成19年1月から実施している。

（４）競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員にかかる人事配置
　競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金を適切かつ効率的に運営するためには、実務経験を積んだ人
材に当該事業を担当させることが必要であるため、任期付職員30名を配置するなど、適切な人事配置を行った。
　なお、任期付職員については、平成18年2月14日付「公的部門における総人件費改革について（独立行政法人
関連）」に基づく雇用であり、「行政改革の重要方針」に基づく総人件費改革の削減対象から除外している。

（５）職員の福利・厚生
 平成21年度に実施した具体的事頄
・ 産業医を委嘱し、職員の労働安全衛生の確保を充実した。
・ ポスター等の掲示により、年次休暇の取りやすい職場環境を整えた。
・ メンタルヘルス相談室を設置し、専門家による電話相談等の体制を整えた。
・ 外部講師を招いて、ストレスマネジメントに関する講習会を開催した。
・ 外部講師を招いて、パワーハラスメント防止に関する講習会を開催した。
・ インフルエンザの予防接種費用を一部補助し、インフルエンザの感染予防に努めた。
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

研修の実施、資質の向上
　語学研修をはじめとする国内外での研修へ職員を参加させ、
業務の円滑な遂行、職員の資質向上を図った。

該当なし

該当なし

該当なし

（１）職員の研修計画

　職員の専門性及び意識の向上を図るため、下記の研修を実施する。
　また、資質の向上を図るため、外部で実施される研修に職員を参加させる。
　①語学研修
　②海外の機関での研修
　③情報セキュリティ研修（１回）

①　語学研修においては、6名の者が英会話研修を受講した。
②　海外の機関での研修においては、1名の者が英オックスフォード大学での語学研修を受講した。
③　情報セキュリティ研修においては、45名の者が受講した。
そのほか、外部の研修として、9研修に11名の者が受講した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

計画的な人事交流の実施
　国立大学等における豊富な実務経験を有する人材を確保し、
その経験を生かして、業務を効率的・効果的かつ機動的に実施
できるようにした。

該当なし

該当なし

該当なし

（２）人事交流

　国立大学法人等との人事交流を行い、質の高い人材の確保・育成を図り、適切な人事配置を行う。

　大学等学術研究機関の研究者を支援するに当たっては、大学等学術研究機関における業務経験を持つ人材を活
用することが業務の効果的・効率的な運営上、有益であり、国立大学法人等から55人の質の高い人材を人事交流
により確保し、適切な人事配置を行った。一方、これらの人材に振興会の業務を経験させることにより、研究助
成や国際交流等の経験を積ませ、将来、国立大学等において業務を行うための有益なスキルを身につけさせる
等、育成することができた。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

１）「整理合理化計画　別表【業務運営体制の整備】」
○複数の評定者による客観的な勤務評定による職員の処遇への反映について、平成20年度より
本格的に実施する。

２）「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
②各独立行政法人は、能力・実績主義の活用により、役員の報酬及び職員の給与等にその業績
及び勤務成績等を一層反映させる。特に、役員については、当該役員の各期の業績が適切に報
酬額に反映されることが必要である。

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(1)内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備」
①業務遂行体制の在り方
ア　各独立行政法人は、役職員に対して、目標管理の導入等により適切な人事評価を行うとと
もに、その業績及び勤務成績等を給与・退職金等に一層反映させることにより業務遂行へのイ
ンセンティブを向上させる。

勤務評定の実施
　勤務成績を職員の処遇に適切に反映させ、職員のインセン
ティブを高める方策として複数の評定者による客観的かつ公平
な勤務評定を実施した。

（３）人事評定

　職員の業務等の勤務評定を実施し、その結果を処遇、人事配置等に適切かつ具体的に反映することで、人材の
効果的活用や職員の職務遂行能力・方法の向上を図る。

　役員については、文科省独立行政法人評価委員会が行う業績評価を勘案し、期末手当の額を100分の80以上100
分の110以下の範囲内で増減できることとしている。
　職員については、複数の評定者による客観的かつ公平な勤務評定により、成績優秀者（職員全体の約30％）を
選出し、勤勉手当を増額して支給した。また、号俸の細分化に伴い、より勤務成績に反映された昇給制度を、平
成19年1月から実施している。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(3)）

（5）評価資料

該当なし

見直し状況

１）複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行うことにより、特別昇給や勤勉手当
等について、職員の処遇へ適確に反映することとした。

２）役員については、文部科学省独立行政法人評価委員会が行う業績評価を勘案し、期末手当
の額を100分の80以上100分の110以下の範囲内で増減できることとしている。
　職員については、複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行うことにより、昇給
や勤勉手当等について、職員の処遇へ適確に反映することとした。
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(4)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

人事配置の実施
　実務経験を有する質の高い任期付職員を多数確保することに
より、その豊富な経験を生かして、業務を効率的・効果的かつ
機動的に実施できるようにした。

該当なし

該当なし

該当なし

（４）競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員にかかる人事配置

　実務経験を有する質の高い人材の確保を図り、適切な人事配置を行う。

　競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金を適切かつ効率的に運営するためには、実務経験を積んだ人
材に当該事業を担当させることが必要であるため、任期付職員30名を雇用し、適切な人事配置を行った。
　なお、任期付職員については、平成18年2月14日付「公的部門における総人件費改革について（独立行政法人
関連）」に基づく雇用であり、「行政改革の重要方針」に基づく総人件費改革の削減対象から除外している。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(5)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

「平成20年度における文部科学省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果等につい
ての意見について」（法定外福利厚生費）
　今後の評価に当たっては、以下の法人からの支出について、多くの法人が支出を行っていな
い又は支出を廃止するよう見直しを行っている状況も踏まえ、国民の理解を得られるものと
なっているかという観点から、その適切性を評価結果において明らかにすべきである。その
際、「独立行政法人のリクリエーション経費について（平成20年8月4日総務省行政管理局長通
知）」においては、国費を財源とするレクリエーション経費については支出しないこと、国費
以外を財源とする場合でも厳しく見直すこととされていることに留意する必要がある。
　・慶弔見舞金、永年勤続表彰等の個人に対する給付等に係る事業に対する法人からの支出
（互助組織が法人からの補助（包括補助を含む。）を受けて行う支出も含む）：日本学術振興
会

　レクリエーション経費・慶弔見舞金等に関して、法人からの支出は行っていない。
　永年勤続表彰に関しては、国及び他法人の動向を見つつ、引き続き検討することとしてい
る。

該当なし

評価の観点 達成度

福利・厚生の充実

　外部専門家に職員の健康やメンタルヘルス等の相談を委託するこ
とにより、相談者に対して適確な回答ができるようになった。
　また、インフルエンザの予防接種費用を一部補助し、衛生管理を強
化した。

 平成21年度に実施した具体的事頄
・ 産業医を委嘱し、職員の労働安全衛生の確保を充実した。
・ ポスター等の掲示により、年次休暇の取りやすい職場環境を整えた。
・ メンタルヘルス相談室を設置し、専門家による電話相談等の体制を整えた。
・ 外部講師を招いて、ストレスマネジメントに関する講習会を開催した。
・ 外部講師を招いて、パワーハラスメント防止に関する講習会を開催した。
・ インフルエンザの予防接種費用を一部補助し、インフルエンザの感染予防に努めた。

（５）職員の福利・厚生

　職員の勤務環境を整備するため、必要な福利・厚生の充実を図る。
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自己点検・外部評価全体シート（第7-3）

掲載箇所 中期計画 １６頁 年度計画 １９頁 事業報告書 １２９頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額） 【人件費（総人件費改革相当額）】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

700,140
 （単位：千円）

　平成２１年度中「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年度法律第47
号）等に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基準とした削減対象人件費は、総人件費改革の取組の削減
対象外となる任期付職員に係る人件費を除き、総額７００百万円であり、平成１７年度決算と比較して４．７％
の削減をしている。

　平成２１年度中、上記の削減対象となる人件費に総人件費改革の取組の削減対象除外となる任期付職員に係る
人件費を含めた人件費額は、総額８４８百万円となっている。

事業・業務の名称：第七　その他主務省令で定める業務運営の効率化に関する事頄
　　　　　　　　　３　人件費に関する指標

２　人事に関する計画

（２）人件費に係る指標
　中期目標期間中、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第
４７号）に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基準として試算した削減対象人件費については、総人件
費改革の取組の削減対象外となる任期付職員に係る人件費を除き総額３，５０６百万円を支出する。
　ただし、上記の額は、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において削減対象とされ
た人件費を指し、上記の削減対象とされた人件費に総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付職員に係る人
件費を含めた総額は、４，１７２百万円である。（この金額は今後の競争的研究資金、国からの委託費もしくは
補助金又は民間資金の獲得の状況により増減があり得る。）

 簡素で効率的な政府の実現のため、総人件費改革に適切に取り組む。

３ 人件費に関する指標（p.184）
（参考１）
（参考２）
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自己点検・外部評価全体シート（第7-3）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年度法律第47
号）等に示された方針に基づき、人件費を適切に削減した。 Ａ

 中期計画に沿って業務を適切かつ十分に達成している。

  人件費の削減は適切に実施されているが、人材確保の観点からの人件費に関する将来計画を
策定することも重要である。 Ａ

183
187



自己点検・外部評価個別シート（第7-3-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ総人件費改革の適切な執行
　「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関
する法律」（平成18年度法律第47号）等に示された方針に基づ
き、人件費を適切に削減した。

３　人件費に関する指標

３ 人件費に関する指標
（参考１）
　平成２１年度中「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年度法律第47
号）等に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基準とした削減対象人件費は、総人件費改革の取組の削減
対象外となる任期付職員に係る人件費を除き、総額７０８百万円。

（参考２）
　平成２１年度中、上記の削減対象となる人件費に総人件費改革の取組の削減対象除外となる任期付職員に係る
人件費を含めた人件費額は、総額８６１百万円（ただし、この金額は、今後の国からの委託費、補助金、競争的
研究資金の獲得状況により増減があり得る。）

　平成２１年度中「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年度法律第47
号）等に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基準とした削減対象人件費は、総人件費改革の取組の削減
対象外となる任期付職員に係る人件費を除き、総額７００百万円。

　平成２１年度中、上記の削減対象となる人件費に総人件費改革の取組の削減対象除外となる任期付職員に係る
人件費を含めた人件費額は、総額８４８百万円。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第7-3-(1)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

該当なし

答申・提言等
による

指摘事頄

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
③給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事に
よる監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第３－２　効率化目標の設定及び総人件費改革」
　総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
（平成18年法律第47号）等に基づき、5年間で5％以上を基本とする削減を着実に実施すること
とし、役職員の給与に関し国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しを促進する。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
ア　各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規程に沿って着実に削減に取
り組むこと。

「整理合理化計画　別表【業務運営体制の整備】」
○「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において削減対象とされた人件費に
ついては、平成22年度までに平成17年度予算の人件費と比較し、5％以上削減する。

「総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による評価結果」
　本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数（年齢勘案）で119.0（事務・技
術職員）と国家公務員の水準を上回っている。（中略）今後の評価に当たっては、別紙２（1-
(1)-ｱ-　(ｲ)、(ｴ)）を踏まえ、法人の説明が国民の納得の得られるものとなっているかという
観点から検証し、その結果を評価結果において明らかにすべきである。

「総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による評価結果　表１」
　平成19年度の給与水準の対国家指数については、職員の昇給号数の抑制、管理職手当の見直
し、管理職ポストの削減等により、119（平成18年：121）と着実に低下が図られている。高学
歴者の割合、勤務地、職務の困難性など、日本学術振興会の給与水準が高くなっている要因は
あるが、引き続き適切な給与水準への改善を望む。

「政策評価・独立行政法人評価委員会による二次評価結果」
１）給与水準に影響する諸手当の適切性
「国と異なる諸手当として、①俸給の特別調整額（管理職手当が定率性）、②勤勉手当（対象
者の割合、最優秀者の設定なし）がある。」

見直し状況

③給与水準引き下げのために講じた措置について、監事監査を実施した。

　人件費については、「行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）において削減対象
とされた人件費について、次の取組を行うとともに、ラスパイレス指数を引き下げるため、給
与体系の見直しを行った。
　　・給与格付の引き下げとして、〔平成16年7月△7%　平成18年4月△3%　平成20年4月△4%〕
　　　を実施しており、平成17年度決算と比較し△2.64％減となっている。
　　・職員の昇給号俸数の抑制を平成20年1月から実施しており、平成17年度と比較して、
　　　△0.5％減となっている。
    ・人事院勧告を踏まえた給与改訂を実施しており、平成17年度と比較して1.56％減となっ
      ている。
　その結果、平成21年度総人件費については、平成17年度決算に対して4.7％の削減を行った。
なお、平成20年度決算（試算値）に対しては1.6％の削減となっている。

　平成21年度の給与水準については未定であるが、その検証においては、学歴・地域以外の要
因についても行うものとする。

　俸給の特別調整額（振興会における管理職手当）は、国と同様の定額制よりも、定率制の方
が人件費を抑えられるため現状では定率制を維持するが、定額制の導入については引き続き検
討することとしている。勤勉手当に関しては、国と同様の取り扱いに変更した。
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平成２１年度監事監査結果（概要） 

 

業務執行状況及び会計・経理の執行状況について、監査を実施した。 

 

Ⅰ 総括的監査意見 

 

１ 業務執行状況について 

  振興会の運営及び業務は、振興会の設置目的及び法令等の定めに従って、全体として適切に

執行されているものと認められる。また、人件費の制約がある中で、業務の合理化と効率的な

運営を進めることにより増大する業務に対処しており、その努力は高く評価される。 

 （内部統制について） 

  幹部職員の陪席する役員会を通じて運営方針や事業運営をはじめとした内部統制に関わる

内容が職員に周知されており、内部統制は機能しているものと思料される。 

 

２ 会計・経理の執行状況について 

  会計・経理の執行状況については、法令及び独立行政法人会計基準の定めに従って適切に処

理されており、法人単位、一般勘定、特別勘定の財務諸表及び決算報告書は、帳簿及び証憑書

類の記載金額と一致し、収支状況を正しく示しているものと認める。 

 

３ 給与水準について 

  給与水準については平成１５年度より毎年度引き下げの努力が続けられ、概ね適正な水準に

見直されており、総人件費改革に向けた取り組みが着実に進められていると思料される。 

 

４ 自己点検及び自己評価について 

  中期計画や年次計画の実施状況については、毎年度、自己点検・評価を実施し、外部評価委

員会の評価を受けて次年度以降の業務の改善に生かす体制をとっている。 

  自己点検・評価の結果は高い水準にあるが、それぞれの項目に対する自己評価結果は監事の

評価とほぼ合致しており、適正な自己評価であると認める。 

 

Ⅱ 重点監査項目について 

 

  本年度は重点監査項目として、「随意契約の実態調査について」を実施した。契約監視委員

会において、「真にやむを得ないもの」として随意契約が認められたもののうち、科学研究費

補助金事業に係る電子申請・審査システム等のカスタマイズについては、随意契約件数が多く、

また契約総額も高額となるため、今後一般競争入札への移行の可能性について、電子システム

更新を踏まえて検討する必要がある。 

  なお、現状の電子システム構成では、当面は随意契約とせざるを得ないことから、振興会に

おいて利用している電子システム全体像とその中における電子申請・審査システム等の位置づ

けについて、関係者に周知をはかること等により随意契約件数やその総額を減少させる検討を

する必要がある。 
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Ⅲ 今後、改善又は検討を希望する事項 

 

１ 事業仕分けの結果について 

  学術の振興に関する調査及び研究（学術システム研究センター）については、ガバナンス・

透明性の強化に努めることを前提に当該法人が実施、科学研究費補助金については、ガバナン

スの強化（他機関との強調、コスト削減、独立性強化を図るべき）と判定された。 

  学術システム研究センターの「学術の振興に関する調査及び研究経費」については、調査及

び研究経費の額など関係者による更なる見直し・検討が望まれる。また、研究員への謝金額の

算定根拠が不透明との指摘については、研究員の業務の実態に基づいた見直しをお願いしたい。 

  科学研究費補助金における文部科学省と振興会との将来における役割分担については、関係

者による慎重な議論が必要であろう。振興会の保持する科学研究費補助金の審査委員データベ

ースについて共用をはかることは、当該データベースが科学研究費補助金の審査に特化したデ

ータベースであること、さらに、多くの個人情報が含まれることなどから、慎重な対応が望ま

れる。 

 

２ 基金管理について 

  平成２１年度補正予算において、１，５００億円と７６億円の基金が造成された。数年にわ

たる基金の管理は振興会にとって初めての業務であることから、基金の適正な運用・管理を行

うため基金管理委員会が設置され、機能していることは評価できる。 

 

３ 管理部門の強化について 

  振興会の事業の拡大、さらに随意契約の一般競争入札への移行促進により、事業部門ばかり

でなく、管理部門の業務が増大している。また、主に基金の新設に伴う職員数の増加により人

事管理業務も増加している。これらの状況から、担当職員の増員を含めた管理部門の強化が喫

緊の課題となっており、早期の対応が求められる。 
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独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程

平成１６年２月２０日
規 程 第 ４ 号

改正 平成２１年３月２５日 規程第 ４ 号

（設 置）
第１条 独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という ）に、独立行政法人日本学術振興。
会外部評価委員会（以下「委員会」という ）を置く。。

（委員会）
第２条 委員会は、文部科学大臣から示された中期目標を達成するための計画（平成20年3月28日
文部科学大臣認可）に記載された外部評価を行うことを目的とする。

２ 委員会は、振興会の業務運営について評価を行い、その結果を理事長に報告する。
３ 委員会は外部評価委員（以下「委員」という ）６名以内で組織する。。

（委員の任命）
第３条 委員は、学界及び産業界を代表する有識者のうちから理事長が委嘱する。

（委員の任期等）
第４条 委員の任期は２年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
２ 委員は、再任されることができる。
３ 委員は、非常勤とする。

（委員長）
第５条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。

（議事）
第６条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
２ 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると
ころによる。

３ 委員会に出席することのできない委員は、書面をもって票決をなし、又は他の委員に票決を委
任することができるものとし、この場合には出席したものとみなす。

（資料の提出等の要求）
第７条 委員会は、必要があると認めるときは、振興会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明そ
の他必要な協力を求めることができる。

（庶務）
第８条 委員会の庶務は、総務部企画情報課において処理する。

（雑則）
第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ
て定める。

附 則
１ この規程は、平成16年2月17日から施行する。
２ この規程の最初に任命される委員の任期は第４条第１項の規定にかかわらず、平成18年6

月30日までとする。

附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
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独立行政法人日本学術振興会外部評価委員名簿 

 

 

 

青 柳 正 規   国立西洋美術館長 

 

 

稲 永   忍      地方独立行政法人鳥取県産業技術センター理事長 

                    （元鳥取大学乾燥地研究センター長） 

 

潮 田 資 勝   独立行政法人物質・材料研究機構理事長 

 

 

郷   通 子   大学共同利用機関法人情報・システム研究機構理事 

          （非常勤） 

 

塚 本 克 博   三菱電機株式会社顧問 

 

 

二 瓶 好 正      東京理科大学特別顧問（非常勤） 

          （東京大学名誉教授） 

 

 

※ 敬称略 

（平成22年7月末現在） 
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独立行政法人日本学術振興会外部評価実施要領 

 

平成 2 1 年 5 月 2 9 日 

第 1 回外部評価委員会決定 

 

１．評価の区分 

１）事業年度評価（各事業年度終了時の評価） 

年度計画の実施状況を調査・分析し、各事業年度における業務の実績全体について総合的な評価を

行うとともに、法人が果たすべき役割についての評定を行い、以降の業務運営の改善に資する。 

  ２）中期目標期間評価（中期目標期間終了時の評価） 

中期目標の達成状況を調査・分析するとともに、業務継続の必要性、組織の在り方及び業務全般に

わたる検討を行い、評価を行うものとする。 

 

２．事業年度評価 

  事業年度評価においては、中期計画に定められた各項目の毎事業年度の実施状況について、下記の通

り実施する。 

  １）評価項目 

年度計画に沿って評価項目を設定し、各項目ごとに事業が中期目標及び中期計画に従って適切に実

施されているかどうかを評価する。 

  ２）各評価項目の評価基準 

各評価項目の評価については、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階評価とする。 

   Ｓ：特に優れた実績を上げている。 

   Ａ：計画どおり進んでいる、又は、計画を上回り、中期計画を十分に達成し得る可能性が高いと判

断される。 

Ｂ：計画通りに進んでいるとは言えない面もあるが、工夫若しくは努力によって、中期計画を達成

しうると判断される。 

Ｃ：遅れている、又は、中期計画を達成し得ない可能性が高いと判断される。 

 ３）評価方法 

   振興会から提出される自己点検評価報告書、業務実績報告書等に基づき、中期目標及び中期計画に

照らし、概ね以下の手順に沿って、外部評価シート（別紙）を作成することにより評価をとりまとめ

る。 

   ① 振興会から、自己点検評価報告書、業務実績報告書等によりヒアリングを実施 

   ② 各委員による評価案の作成 

   ③ 委員会の合議による項目評価及び法人の果たすべき役割の評価を実施 

      ④ 委員会による総合的な評価（総論）の実施 
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３．中期目標期間評価 

 １）項目別評価 

   中期計画の各項目ごとに達成度の評定を実施し、その達成状況の段階的評価を行う。 

   なお、評価の実施にあっては、年度評価の積み上げで十分対応可能と判断されることから、中期目

標期間中に実施された外部評価結果を踏まえて検討を行うこととする。 

  ２）各評価項目の評価基準 

    ① 段階的評定の区分については、次の考え方を基本とする。 

      Ｓ：特に優れた実績を上げた ※１ 

           Ａ：中期目標を十分に達成した 

      Ｂ：中期目標をおおむね達成した 

      Ｃ：中期目標は十分に達成されなかった 

      ※１ 業務の特性に応じて、適宜設定する。 

    ② 評定に当たっては、数値目標に関する評価項目について、定量的な指標を用いて客観的な評定基

準を設定することを基本とする。また、定性的な目標に関する評定項目については、定量的な指

標を補完的に用いるなどにより、客観的な評定基準の設定に努める。 

    ③ 複数の評価項目、指標を組み合わせて評定を行うことも可能とする。 

  ④ 客観的な評定基準を設定することが困難な項目については、委員の協議により評定する。 

  ⑤ 評定に併せ、次期中期目標期間の業務実施に当たっての留意すべき点などについての意見を記述

することも可能とする。 

 ３）評価方法 

振興会から提出される自己点検評価報告書、業務実績報告書等に基づき、中期目標及び中期計画に

照らし、概ね以下の手順に沿って、外部評価シートを作成することにより評価をとりまとめる。 

   ① 振興会から、自己点検評価報告書、業務実績報告書等によりヒアリングを実施 

   ② 各委員による評価案の作成 

   ③ 委員会の合議による項目評価の実施 

      ④ 委員会による総合的な評価（総論）の実施 
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１　学術の特性に配慮した制度運営

自己点検

外部評価

日本学術振興会が果たすべき役割の評価

　独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」と言う。)は、学術の振興を図ること
を目的とした資金配分機関として、研究者の活動を安定的かつ継続的に支援して
いくことが求められている。これらの役割を果たすためには、萌芽段階から多様な
研究や時流に流されない普遍的な「知」の探究を長期的な視点の下で推進していく
ことが必要であり、研究分野ごとに異なる学術研究の特性に応じた支援方法やそ
の手法を踏まえて、研究者の意見を的確に事業に反映していくことが必要である。
　そのため、学術顧問会議、学術システム研究センターを第1期中期目標期間に引
き続き整備することにより、ノーベル賞受賞者や著名な研究者、大学等の研究現
場において第一線で活躍する研究者の生の声を汲み取り、その意見を業務の改
善や見直しに反映できる体制を構築しているところである。
　平成20年度においては、学術システム研究センター研究員が事業の開始段階か
ら参画できる体制を整えており、科学研究費事業において、例えば、研究種目の特
性に対応した適切な審査基準を設定するなど、その機能を活用した制度運営を
行った。
　このほか、学術顧問会議において、新規事業の検討や事業の実施手法などの審
議を実施するとともに、その意見を的確に反映できる制度運営を行った。
これらの体制を整備することにより、我が国の持続的な発展を支える学術研究の

Ｓ

２　学術研究の推進（我が国の発展を担う幅広い学問分野の振興）

自己点検

外部評価

　学術研究を振興するためには、学問分野の多様性を確保しつつ、独創的な研究
活動を支援することにより、研究活動の裾野の拡大を図り、重厚な知的蓄積を形
成することを目指すことが必要である。科学研究費補助金は、こうした考え方を基
本として、人文・社会科学から自然科学までのあらゆる学問分野における研究者
の自由な発想に基づく課題や領域の提案の申請を受け付け、優れた研究成果が
期待でき、知的資産を形成することが可能となる独創的な研究課題を選考し、その
支援を行っている。
　また、我が国が直面している問題や地球的課題を解決するための取り組みとし
て、人文・社会科学を中心とした研究者を結集し、協働して学際的・学融合的な学
術研究を実施することができる人文・社会科学振興策を講じている。
　平成20年度においては、学術システム研究センターの機能を活用し、研究種目
の特性に応じた適切な審査基準の設定、公正で透明性の高い審査委員選考シス
テムや審査・評価システムを構築した上で、審査業務等を実施するとともに、研究
活動に支障を来すことがないよう、交付業務を迅速かつ的確に行った。
　なお、新規採択課題の交付内定を4月1日付けで発出したことは、他の競争的資
金の審査・配分業務の模範となるべきものであり、特筆すべき成果といえる。
　今後は、審査手続きの完全電子化を進めるなど、審査委員や研究機関の負担の
軽減に努め、学術研究の推進に向けた取り組みを進めていく。

Ｓ

　これらの体制を整備することにより、我が国の持続的な発展を支える学術研究の
振興のために不可欠な、科学研究費、特別研究員、学術の国際交流などの諸事
業に研究者の意見を取り入れ、学術研究の特性に配慮した事業が効果的に実施
できている。
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掲載箇所 中期計画 頁 年度計画 頁 事業報告書 頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3 年度計画

自己点検・外部評価全体シート（）

事業・業務の名称：

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：　　　　　　　　　　　　　】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定
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7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定
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（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

自己点検・外部評価個別シート（）

評価の観点 達成度

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料
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独立行政法人日本学術振興会外部評価「全般的なコメントの記載フォーム」 

 

外部評価委員氏名：        委員   

（振興会業務全般について、半ページから１ページ程度の分量によりコメントを御記入くださるよ

うお願いいたします。） 
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独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程

平成１６年２月２０日

規 程 第 ５ 号

（設置）

。 。第１条 独立行政法人日本学術振興会に、自己点検評価委員会（以下「委員会」という ）を置く

（委員会）

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項に係る、自己点検評価を行うことを目的とする。

一 文部科学大臣から示された中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という ）に。

定める、業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

二 中期計画に定める、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

２ 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

一 理事長

二 理事

三 学術システム研究センター所長及び副所長

四 審議役及び各部長

（委員長）

第３条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代行する。

（監事の出席等）

第４条 監事は、委員会に出席し、意見を述べることができる。

２ 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くこと

ができる。

（作業部会）

第５条 委員会に、作業部会を置く。

２ 作業部会は、第２条第１項各号に定める各部等における業務の実施状況等に関する資料を作成

し、委員会に報告する。

３ 作業部会に属すべき者は、委員長が指名する。

（庶務）

第６条 委員会の庶務は、総務部企画情報課において処理する。

（雑則）

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。

附 則

この規程は、平成16年２月17日から施行する。
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独立行政法人日本学術振興会平成２２年度自己点検評価実施要領 
 

平成２２年３月３０日 

理 事 長 裁 定 

 
 

１．目的 
この要領は、独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）が自己

点検評価を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。 
 
２．対象 

自己点検評価は、振興会が行った平成２１年度事業を対象とし、次の事業項目
ごとに実施する。 
第一 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置 
第二 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置 
第七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 
３．自己点検評価委員会 
  自己点検評価は、振興会に置かれた自己点検評価委員会（以下、「委員会」とい

う。）が行う。 
 

４．独立行政法人日本学術振興会事業の自己点検評価手法ついて 
振興会は、自己点検評価における基本的な考え方を示した「独立行政法人日本

学術振興会平成２１年度事業の評価手法について」（以下「評価手法」という。）
を作成する。 

 
５．評価シート 

自己点検評価は、別紙「平成２１年度事業評価シート」により実施する。 
 
６．評価シートの作成 
  委員会に置かれた作業部会は、各部等における業務の実施状況等に関する資料

として、以下の各項目について記載することにより別紙「評価シート」を作成し、
委員会に報告する。 

  また、事業項目の評価結果を踏まえ、「法人が果たすべき役割」に係る評価シー
トを作成し、委員会に報告する。 

 
 特記事項シート 
  １．自己点検評価 
 

全体シート 

１．中期計画 
２．意義・必要性 
３．年度計画 
４．得られた成果に関する評価 
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５．決算額（支出額） 
６．自己点検評価 
７．自己点検評価結果の推移 
８．中期計画の進捗状況 

９．外部評価 
 

個別シート 
(1) 年度計画 
(2) 業務実績 
(3) 評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価 
(4) 指摘事項に対する見直し状況 
(5) 評価資料 

 
７．評価の実施 
  委員会は、作業部会の報告に基づき点検評価を行い、それぞれの評価結果を「評

価シート」の各項目に記入することにより自己点検評価報告書を作成し、理事長
に提出する。 

  
 特記事項シート 
  ２．評定 
 

全体シート 
６．自己点検評価の結果 

 
個別シート 

  (3)「評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価」における評価 
  (4) 指摘事項に対する見直し状況 
 
８．自己点検評価報告書の外部評価委員会への提出 
  理事長は、自己点検評価報告書の内容が適正であると判断した場合、外部評価

委員会に提出する。 
 
 
※別紙「評価シート」は、「独立行政法人日本学術振興会外部評価実施要領」の別紙

参照。 
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独立行政法人日本学術振興会 

平成２１年度事業の評価手法について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成２２年３月 

独立行政法人日本学術振興会 
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平成 21 年度事業の評価手法について 
 
I．序文 

独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）は、中期計画において自己点検・外部

評価を実施することを定めている。この自己点検・外部評価は、独立行政法人通則法が示すように、

独立行政法人として、適正かつ効率的に業務が実施できるよう自ら点検するとともに、外部有識者の

評価を受けることによって、その結果を業務運営の改善に反映させようとするものである。 
本「評価手法について」は、平成 21 年度事業に係る自己点検・外部評価を実施するにあたり、そ

の点検及び評価に関する基本的な考え方とその具体的な実施手法をまとめたものである。 
 
Ⅱ．背景 

独立行政法人通則法では、独立行政法人の業務運営について、主務大臣が 3 年から 5 年の期間にお

いて法人が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）を定め、法人はこれを達成するための計画

（中期計画・年度計画）を作成し、これらに基づき業務運営を行うこととしている。 
業務運営の状況については、独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 32 条及び 34 条の

規定に基づき、毎年度終了時、中期目標期間終了時に主務省に置かれた独立行政法人評価委員会等に

より評価を受けることとされている。これらの評価は、法人の業務運営に自立性・自主性を付与する

一方で、主務省に置かれた評価委員会等において厳格な評価が行われることにより、国民のニーズに

対応した業務運営が実施されているか検証することを目的としたものとなっている。 
この評価を受けるに当たっては、独立行政法人日本学術振興会に関する省令（平成 15 年 10 月 1 日

文部科学省令第 48 号）第 5 条及び 7 条に基づき、独立行政法人評価委員会に事業報告書を提出する

ことが定められている。さらには、評価の参考資料として、自己点検・外部評価報告書を提出するこ

とが求められている。 
 
Ⅲ．評価のあり方 

振興会が行う学術研究活動に対する助成・支援の事業に対する評価は、学術研究の特性（研究者の

発意に基づき行われ、その研究が様々な形として成果が現れるまでに長い時間を要する場合が多い。）

に十分に配慮したものでなければならない。 
評価を実施する際には、研究者の発意に対して適切な審査・評価、支援などができる業務運営が行

われているか、また、長い時間をかけて成果が現れる研究に対して適切に支援を行う態勢となってい

るか、などの観点から評価を行うことが重要である。 
 このような特性を踏まえた上で、以下に掲げる「評価指針」、「評価結果」、「指摘事項」の 3 点

に留意する必要がある。 
我が国の研究開発の事業にかかる評価の指針としては、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」

（内閣総理大臣決定）、文部科学省における研究及び開発に関する評価の指針としては、「文部科学

省における研究及び開発に関する評価指針について」（科学技術・学術審議会建議）がそれぞれ示さ

れており、自ら研究開発を実施する機関に加え、振興会のような研究資金を配分する機関を含めてそ

の評価指針が示されている。 
報告または通知されている評価結果としては、振興会の外部評価委員会により実施された外部評価

の他、文部科学省独立行政法人評価委員会が行った「独立行政法人日本学術振興会の業務の実績に関
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する評価」、さらには、総務省に置かれた政策評価・独立行政法人評価委員会による「文部科学省所

管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見」がある。 
指摘事項としては、平成 18 年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人の主要な事務及び事業

の改廃に関する見直しを受け、「勧告の方向性」の指摘を受けている。また、「独立行政法人整理合

理化計画」による指摘を受けているほか、行政刷新会議による独立行政法人見直しについての方針が

提示されたところである。 
これらを踏まえた上で、業務・事業の評価を実施することが必要であり、以下に、評価に関する政

府や独法評価委員会の指針や指摘事項を参照する。 
 
＜評価指針＞ 
1.「研究開発関係法人の評価における関心事項」（独立行政法人評価分科会研究開発関係法人の評

価方法の在り方に関する研究会）を考慮した評価 
総務省に置かれた独立行政法人評価分科会研究開発関係法人の評価方法の在り方に関する研

究会は、平成 16 年 6 月 30 日に「研究開発法人の評価における関心事項」を発表した（別紙 1 
p.1 参照）。また、同分科会財務内容の改善等についての評価方法の在り方に関する研究会は、

平成 17 年 7 月 11 日に「平成 16 年度業務実績評価の結果についての評価における関心事項

（『財務内容の改善』及び『業務運営の効率化』関係）」を発表した。これらは、独立行政法

人評価分科会が、各府省の独立行政法人評価委員会が行った業務実績の評価結果の二次評価を

有効に行うことができるよう、研究会を設置し取りまとめたものである。研究開発にかかる業

務の特性等を考慮した評価についての基本的な考え方が示されており、振興会の自己点検・外

部評価を実施する際にも参考となるものである。 
 
2.「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価

指針」に即した評価 
我が国の研究開発の事業にかかる評価の指針は「国の研究開発評価に関する大綱的指針」

（平成 13 年 11 月 28 日内閣総理大臣決定）において、また、文部科学省における研究及び開

発に関する評価の指針は「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針について」（平

成 14 年 6 月 14 日科学技術・学術審議会建議）においてそれぞれ示され、自ら研究開発を実施

する機関に加え、振興会のような研究資金を配分する機関を含めてその評価指針が示されたと

ころである。 
平成 17 年 3 月 29 日には、上記大綱的指針を廃止し、新たな大綱的指針が内閣総理大臣決定

している。これを受けて、文部科学省においても、平成 17 年 9 月 26 日に本指針を踏まえた新

たな評価指針を文部科学大臣決定したところである（別紙 2 p.5 参照）。この評価指針では 3
つの改革の方向性（①創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を見出し、伸ばし、育

てる評価の実施、②評価資源の確保や評価支援体制の強化、③効果的・効率的な評価システム

の改革）に基づいた見直しが行われており、引き続き、自ら研究開発を実施する機関に加え、

振興会のような研究資金を配分する機関を含めてその評価指針が示されている。特に、評価指

針においては、「独立行政法人研究機関等及び学術研究の評価に当たっての配慮事項」が特記

されており、留意が必要である。 
平成20年10月31日には、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（内閣総理大臣決定）が
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改定された（別紙2 p.5参照）。また、科学技術・学術審議会は、6つの観点（「①評価結果を

次の研究につなげ、成果を国民・社会へ還元する的確で効率的な評価の実施」「②過重な評価

作業負担を回避する機能的で効率的な評価の実施」「③世界的視点からの評価の実施」「④新

たな研究を見出し、発展させ、人材育成面においても成果を生み出す研究開発活動を促す評価

の実施」「⑤創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を見出し、伸ばし、育てる評価

の実施」「⑥評価資源の確保や評価支援体制の強化」）から、文部科学省評価指針の検討を重

ね、平成21年1月23日に「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の改定を文部科

学大臣に建議し、平成21年2月17日に改定された（別紙3  p.8参照）。 
以上を踏まえて、両指針に示された評価手法等を参考にしながら、自己点検・外部評価を実

施していくことが必要である。 
 

3.「独立行政法人の中期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取組方針」（総

務省政策評価・独立行政法人評価委員会）を考慮した評価 
 総務省に置かれた政策評価・独立行政法人評価委員会は、平成 19 年 7 月 11 日に「独立行政

法人の中期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取組方針」（以下「取組

方針」という。）を公表した（別紙 4 p.15 参照）。独立行政法人制度では、法人の自主性を

確保し、効率的かつ効果的な業務運営の実現を図るとともに、業務実績に関する厳格な事後評

価と組織・業務全般に関する定期的な見直しを行う仕組みが確立されている。しかし、一部の

独立行政法人の不祥事が相次いで明るみに出るなど、その根幹が揺らぎかねない事態になりつ

つあることを踏まえ、上記「取組方針」が定められたところである。 
以上を踏まえて、この取組方針に留意しつつ、振興会の自己点検・外部評価を実施していく

ことが必要である。 
 
4.「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」及び「独立行政法人日本学術振

興会の業務実績に係る基本方針」を考慮した評価 
 文部科学省に置かれた独立行政法人評価委員会は、平成 17 年 3 月 29 日（一部改正）に「文

部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（以下「基本方針」という。）を

定めた。これは、文部科学省独立行政法人評価委員会が、所管法人の「事業年度評価」及び

「中期目標期間評価」の基本方針をまとめたものである。 
 平成 19 年 2 月 16 日には、基本方針の一部改正を行い、１）各評価項目の評定基準を４段階

評価（S、A、B、F）から、５段階評価（S、A、B、C、F）に統一し、Ｆ評価（業務改善の勧

告）が実施できるよう見直しを行った。２）各評価項目とは別に、大項目ごとに評価を実施し、

多面的に観点から法人全体を評価し、法人業務の在り方、改善すべき点等を明らかにするなど

の改善を行った。さらには、３）社会における当該法人の役割を踏まえ、国民目線に立った評

価、４）評価書作成に当たり、全体評価の形式等の変更や財務情報の適切な記載に留意するよ

う見直しが行われた。 
 一方、独立法人評価委員会科学技術・学術分科会日本学術振興部会は、上記基本方針の変更

を踏まえ、平成 20 年 2 月 4 日「独立行政法人日本学術振興会の業務実績に係る基本方針」を一

部改正した（別紙 5 p.17 参照）。この改正により、事業年度評価に加え、中期目標期間に係

る評価の基本方針が決定され、さらには、自己点検・外部評価報告書を評価の参考資料とする
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ことが併せて定められたところである。 
 

5.「効果的・効率的な独立行政法人評価の実現に向けて取るべき方策の基本方針」を考慮した評価 
 文部科学省に置かれた独立行政法人評価委員会は、平成 19 年 12 月 19 日に「効果的・効率

的な独立行政法人評価の実現に向けて取るべき方策の基本方針を考慮した評価」を定めた（別

紙 6 p.19 参照）。 
これまでも、文部科学省独立行政法人評価委員会が行う業務実績評価の結果を法人の予算や

業務運営に着実に反映させてきたところであるが、更に法人業務の PDCA サイクルを強化して

いくことが必要であるとの観点から、評価作業を前倒しし、評価結果を次年度の概算要求によ

り確実に反映させようとするものである。評価結果決定の前倒し実現に向けて、「取るべき方

策」がとりまとめられている。 
 
＜評価結果＞ 
6．独立行政法人日本学術振興会外部評価結果における提言に即した評価 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会は、平成 20 年 7 月 2 日、平成 19 年度事業及び

第 1 期中期目標期間に係る業務実績の外部評価結果を日本学術振興会理事長に報告した。また、

平成 21 年 6 月 29 日には、平成 20 年度事業に係る業務実績の外部評価結果を日本学術振興会

理事長に報告した（別紙 7 p.20 参照）。本報告書には、効率及び効果の両面から管理運営の

実施状況、各事業の達成状況等について検証を行った結果がとりまとめられている。 
外部評価で指摘された事項については、適切に業務が実施され、かつ必要な改善が行われた

か等を検証し、平成 21 年度事業に係る評価にその結果を反映することが必要である。 
 
7．「独立行政法人日本学術振興会の業務の実績に関する評価」に即した評価 

文部科学省独立行政法人評価委員会は、平成 20 年 8 月 28 日、「平成 19 年度に係る業務の

実績に関する評価の結果について」と併せて、「中期目標期間に係る業務の実績に関する評価

の結果について」を振興会に通知した。また、平成 21 年 8 月 31 日には、「平成 20 年度に係

る業務の実績に関する評価の結果について」を振興会に通知した（別紙 8 p.22 参照）。本通

知は、独立行政法人通則法第 32 条及び 34 条に基づき通知されるもので、振興会の業務の実績

の全体について総合的な評定を行った結果がとりまとめられている。 
本通知において指摘された事項については、適切に業務が実施され、かつ必要な改善が行わ

れたか等を検証し、平成 21 年度事業に係る評価にその結果を反映することが必要である。 
 

8．総務省政策評価・独立行政法人評価委員会「文部科学省所管独立行政法人の業務の実績に関す

る評価の結果等についての意見について」に即した評価 
【平成 19 年度】 

総務省に置かれた政策評価・独立行政法人評価委員会は、平成 20 年 11 月 26 日に「平成 19
年度における文部科学省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見

について」を通知した（うち、契約の適正化に係るものについては、別途平成 21 年 1 月 7 日に

通知）。これは、各府省の独立行政法人評価委員会等から提出された独立行政法人 102 法人、

と独立行政法人に準じて評価を行うこととされている法人の平成 19 年度業務実績評価の結果
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（一次評価）の結果について、府省横断的な視点から二次評価を実施した結果を意見として通

知したものである。 
総人件費の削減については、「総人件費改革基本指針」（平成 17 年 11 月 14 日経済財政諮

問会議）において公務員及び独立行政法人等の総人件費の大胆な削減指針が公言されて以来、

「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）及び「簡素で効率的な政府を実現

するための行政改革の推進に関する法律」（平成 18 年法律第 47 号）において、今後 5 年間で

5％以上の人件費（今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。）を削減するという具体的

な削減目標が示されてきた。これらの総人件費削減の観点から、二次評価においては、振興会

の対国家公務員指数（年齢勘案）の給与水準が国家公務員の水準を上回っていることに対して、

国民が納得のいく合理的な説明を求めている。 
また、平成 21 年 1 月 7 日に別途通知された「文部科学省所管独立行政法人の業務実績に関す

る評価の結果等についての意見（契約の適正化に係るもの）」では、「随意契約の適正化の一

層の推進について」（平成 19 年 11 月 2 日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議）や

「独立行政法人整理合理化計画」を踏まえて、独立行政法人評価委員会、監事、会計監査人に

よる厳正な評価やチェックが必要であると言及されている。 
 
【平成 20 年度】 

同委員会は、平成 21 年 12 月 9 日に「平成 20 年度における文部科学省所管独立行政法人の

業務の実績に関する評価の結果等についての意見について」を通知した。これは、各府省の独

立行政法人評価委員会等から提出された独立行政法人 101 法人等の平成 20 年度業務実績評価の

結果（一次評価）について、府省横断的な視点から二次評価を実施した結果を意見として通知

するとともに、「契約に関する適正化に関する通知結果」及び「諸手当及び法定外福利費に関

する調査結果」として通知されたものである。 
振興会は、契約の適正化について、第三者に再委託する場合の十分な検証の必要性、諸手当

及び法定外福利費の適切性確保については、給与水準に影響する諸手当の適切性及び法定外福

利費の適切性について厳正な評価やチェックが必要であると言及されている。 
 
以上の指摘に鑑み、総人件費の削減および随意契約の適正化のほか、給与水準に影響する諸

手当及び法定外福利費の適切性確保については、特に留意して評価することが必要である。 
（http://www.soumu.go.jp/hyouka/dokuritu_n/hyoukaiken.html 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/22265.html 参照） 
 

＜指摘事項＞ 
9．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について』

における指摘事項を踏まえた見直し案」（平成 18 年 12 月 15 日文部科学省）に即した評価 
総務省政策評価・独法評価委員会は、「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・

業務全般の見直しについて」（平成15年8月1日閣議決定）、「行政改革の重要方針」（平成17
年12月24日閣議決定）等に基づき、平成18年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人に加

え、平成20年度末までに中期目標期間が終了する法人で融資等業務を行う独立行政法人等計23
法人について、平成18年11月27日に「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告
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の方向性について」の指摘を行った。 
この指摘を踏まえ、文部科学省は「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の

改廃に関する勧告の方向性について』における指摘事項を踏まえた見直し案」（平成 18 年 12
月 15 日文部科学省）を提示した（別紙 9 p.24 参照）。行政改革推進本部は、平成 18 年 12
月 24 日、この見直し案を「中期目標期間終了時の組織・業務の見直しの結論を平成 18 年中に

得る独立行政法人等の見直しについて」において了解しており、これに基づいて振興会の事業

・業務の見直し・改善を実施することが必要である。 
 
10.「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）に示された理念の実現に

向けた評価 

平成19年6月19日に閣議決定された「経済財政改革の基本方針2007」では、政府が果たすべ

き機能の見直しの第一弾として、「現行の独立行政法人が制度本来の目的にかなっているか、

制度創設後の様々な改革と整合的なものとなっているか等について、原点に立ち返って見直す」

とされた。その上で、すべての独立行政法人（101法人）について見直しの3原則（「官から民

へ」原則；競争原則；整合性原則）に基づき、民営化や民間委託の是非を検討し、平成19年内

を目途に「独立行政法人整理合理化計画」を策定すると明記された。 
その後、行政減量・効率化有識者会議において策定に係る基本方針が取りまとめられ、検討

を重ねた結果、平成19年12月24日に「独立行政法人整理合理化計画」が閣議決定された（別紙

10 p.26参照）。この計画では、いくつかの法人の廃止・民営化、統合及び非公務員化などの

見直しに加え、業務運営の効率化施策として、全ての法人に対しての講ずべき横断的措置や各

法人について講ずべき措置といった指摘が行われている。 
本計画については、下記12に述べる「独立行政法人の抜本的な見直しについて」（平成21年

12月25日閣議決定）の中で、同計画に定められた事項については「当面凍結し、独立行政法人

の抜本的な見直しの一環として再検討する」とされた。その一方、各府省の判断により、同計

画に定められた事項について取組を進めることを妨げないとされていることから、振興会にお

いては、整理合理化計画で講ずべき措置とされている事項について、着実に対応を進め、改善

状況（フォローアップ）を明記しておくことが必要である。 
 

11.「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等

に関する法律」の理念の実現に向けた評価 
近年の経済・社会情勢の変化に対応して、研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進

を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、「研究開発システムの改革の推進等による研究開

発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成 20 年 6 月 11 日法律第 63
号）が制定された。本法律では、にて、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能

力の強化及び研究開発等の効率的推進は、研究開発等の推進のための基盤の強化を図りつつ、

科学技術の振興に必要な資源を確保するとともに、それが柔軟かつ弾力的に活用され、研究開

発等を行う機関及び研究者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、

その研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができるようにすることにより、

我が国における科学技術の水準の向上及びイノベーションの創出を図ることを旨として、行わ

れなければならない。」ことを掲げている。 
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以上の法案で言及されている理念や目的に照らして、自己点検・外部評価においても今後進

むべき方向性を見据えた評価を実施することが必要である。 
（http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO063.html 参照） 

 
12．「独立行政法人の抜本的な見直しについて」（平成 21 年 12 月 25 日閣議決定）による今後の

動向を踏まえた評価 
平成 21 年 9 月 18 日に閣議決定された「行政刷新会議の設置について」に基づき、国民的な

観点から、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方を刷新するとともに、国、地方公共団

体及び民間の役割の在り方の見直しを行うことを目的として、内閣府に「行政刷新会議」が設

置された。平成 21 年 12 月 25 日には「独立行政法人の抜本的な見直しについて」が閣議決定

され（別紙 11 p.31 参照）、すべての独立行政法人について、「事務・事業の徹底した見直し

の結果を踏まえ、独立行政法人の在り方を検討し、廃止、民営化、移管等を行うべきものにつ

いては、必要な措置を講じる」とされている。 
この現状を踏まえた上で、今後予定されている独立行政法人の抜本的な見直しに向け、自己

点検・外部評価においても今後進むべき方向性を見据えた評価を実施することが必要である。 
  

7 

219



 

Ⅳ．平成 21 年度事業に対する評価実施方法 
1．評価の方針 

年度計画に定められた各項目の達成度について、それぞれ「自己点検・外部評価シート」

に沿って評価を行う。 
自己点検・外部評価シートは「特記事項シート」、「全体シート」とそれに付随する「個

別シート」から成る。 
特記事項シートでは、中期目標に掲げられた法人の果たすべき役割について、多角的な評

価を記載する。 
全体シートでは、付随する各個別シートでの記載内容を踏まえて、年度計画に定められた

大項目ごとに事業全般にわたる総括としての意義・必要性、得られた成果に関する評価、自己

点検評価結果等を記載する。個別シートでは、年度計画に定められた項目毎に業務実績、評価

基準の達成度等を記載し、それらの個別シートを取りまとめる形で全体シートを作成する。 
本シートは、「効果的・効率的な独立行政法人評価の実現に向けて取るべき方策の基本方

針」（平成 19 年 12 月 19 日 文部科学省独立行政法人評価委員会）において、項目別評定に

係る議論の効率化を図るため、評定を行う項目の適切な大ぐくり化をするようにとの指摘を準

用したものである。 
また、同方針において法人業務のＰＤＣＡサイクルの強化が謳われていることに鑑みて、

PDCA サイクル「計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）」の考え方に基

づき構成されている。これを踏まえて、本シートに記載する際には、PDCA サイクルを意識

した記載を心掛けることが望まれる。 
 
2．評価シートの項目 

＜特記事項シート記載事項＞ 
1．自己点検評価 

法人が果たすべき役割についての評価を記載するもの。 
 
2．評定（自己点検、外部評価） 
評定については客観的な基準を設けず、平成 21 年度の事業、業務が学術振興のためにどの

ような役割を果たしたのかを評価し、記述するもの。 
 
＜全体シート記載事項＞ 
1．中期計画 
 
2．意義・必要性 

当該業務・事業を行う意義・必要性について記述するもの。 
事業・業務の意義や必要性については、振興会法、振興会業務方法書に示された学術の振

興という目的を達成するために必要な業務・事業であることを明らかにするだけではなく、国

の政策との関連、科学技術・学術審議会の答申等において示された必要性、あるいは、研究助

成、研究者養成、国際交流などの観点における必要性の根拠などが示されるべきである。 
併せて、他では成果を出せない当該事業の特色や特殊性についても具体的に言及すること
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で、振興会が当該事業を実施していることの必然性を明らかにする。 
 
3．年度計画 
 
4．得られた成果に関する評価 

事業・業務を実施した結果として得られた具体的な成果に対して、付随する個別シートの内

容を踏まえた上で、定性的な評価を記載する。 
 
5．決算額（支出額） 

決算額（支出額）をセグメント毎に記載する。これは、「独立行政法人の主要な事務及び事

業の改廃に関する勧告の方向性」において「財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、

決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図る」旨の措置があったこと、さらには「独立行

政法人整理合理化計画」において「各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切な区分に基づ

くセグメント情報の開示を徹底する」旨の指摘を踏まえたものである。 
セグメント区分は以下の通りとする。なお、セグメント区分については、財務情報等公表の

一層の効率化を図る観点から引き続き検討を行い、見直しを図る。 
 
① 科学研究費補助金 
② 研究者の養成 
③ 国際交流 
④ 審査・評価 
⑤ その他の事業 
⑥ 法人共通 

 
6．自己点検評価 

平成 21 年度事業に係る当該事業・業務に対する自己点検評価の結果を包括的に記述するも

の。後述する個別シートの記載内容を踏まえ、総合的な評価を記載するとともに、今後の業務

実施に当たって留意すべき点、今後の方向性等も併せて記載する。 
なお、評定は後述の「3．評価の基準」に基づいて行う。 

 
7．自己点検結果の推移 

上述の「6．自己点検」で記載した自己点検評価結果を記載する。 
 
8．中期計画の進捗状況 

上記「1．中期計画」で記載した中期計画に対しての平成 21 年度末時点での事業・業務の

進捗状況を記載する。 
これは、「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（平成 19 年 2 月

16 日一部改正 文部科学省独立行政法人委員会）において、「各事業年度において、中期計

画の実施状況を調査・分析し、業務の実績の全体について総合的な評定を行うことにより、以

降の業務運営の改善等に資する」とあること、及び、独立行政法人通則法改正法案での「中期
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目標の期間の最初から当該事業年度末までの期間に係る中期計画の進捗状況について評価を受

けなければならない」という条項を踏まえ、記載するものである。 
 

9．外部評価 
外部評価委員による評価結果が記入される。 

 
＜個別シート記載事項＞ 
（1）年度計画 
 
（2）業務実績 

事業・業務の当該年度の実施状況について、その概要を簡潔に記載する。なお、記載内容

は、事業報告書に記載する内容と同一とする。 
 

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価 
各事業・業務の内容やその特質によって評価を実施するのにふさわしい「評価の観点」を記

述し、達成度を検証・評価する。 
評価の観点は、定性的・定量的の両観点から具体的な指標を記載するが、できる限り客観的

な評価基準を設定することを基本とする。定性的な指標に関する評価項目については、定量的

な指標を補完的に用いる等により、可能な限り客観的な評価基準の設定に努める。 
評定は、後述の「3．評価の基準」に基づいて行う。 

 
（4）指摘事項に対する見直し状況 

当該事業・業務が国の政策、政府の諮問機関からの指摘を受けている場合、見直し状況、改

善の達成度を評価・検証し、記述する。 
 
（5）評価資料 

自己点検評価において利用し、外部評価委員が行う評価のために提供する資料を記載する。

評価資料には、事業・業務に関連する政府等の提言、各種規定、募集要項、パンフレット、プ

ログラム、報告書、満足度調査結果、就職状況調査結果等各事業の内容理解及び評価の参考と

なるものを厳選して用意する。 
 

3．評価の基準 
全体シートの「6．自己点検評価」及び「9．外部評価」、並びに個別シートの「（3）評価

基準（定性的基準・定量的基準）に基づく評価」における各評価項目の評点は、S、A、B、C
の 4 段階とし、その基準については以下のとおりとする。 

なお、この基準は、文部科学省所管独立行政法人評価委員会において決定された「文部科学

省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」を基礎としている。 
また、特記事項シートの「2．評定」についても下記の基準を準用する。 
 
S：特に優れた実績を上げている。 
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11 

A：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調、または中

期目標を上回るペースで実績を上げている。（当該年度に実施すべき中期計画の達成

度が 100 パーセント以上） 
B：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期目標

を達成し得ると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が 70 パーセン

ト以上 100 パーセント未満） 
C：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当

該年度に実施すべき中期計画の達成度が 70 パーセント未満） 
 

4．評価の見直し 
評価については、外部評価委員会による評価及び文部科学省独立行政法人評価委員会の意

見を参考に、今後も更に検討を重ね、中期計画に基づく事業・業務の遂行に対する評価の向上

に努めることとしたい。 
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（別紙１） 
 

研究開発関係法人の評価における関心事項（抜粋） 
 

平成 1 6 年 6 月 30 日 
独立行政法人評価分科会 
研究開発関係法人の評価 
方法の在り方に関する研究会 

 
１ 考え方 

独立行政法人評価は、中期目標・中期計画の達成状況・実施状況の分析を基に、個々の法人の業務の特性

等を考慮しつつ評価を行うことを基本とするとともに、その結果を独立行政法人の業務、予算、組織、人事

等の見直しに具体的に反映させることにより、独立行政法人における業務の質の向上と業務運営の効率化等

を推進していくことを目的とするものである。 
研究開発関係業務を行う独立行政法人（以下「研究開発関係法人」という。）については、近年の厳しい

財政事情の中で、科学技術関係予算が拡充されてきている現下の状況にかんがみ、運営の効率化を前提にし

た真に必要な、真に効果的な資源配分を実現し、国民の期待と信頼に応えていくことが必要であり、その評

価の重要性はますます高まっている。 
研究開発関係法人には、主として研究開発業務を行う法人、主として研究開発資金の配分業務を行う法人、

これらの双方を行う法人などがある。 
また、研究開発業務自体も、個々に目的、内容、性格（基礎、応用、開発、試験調査等）、規模、財源等

が異なっており、中には、「新しい知の創出が期待される」基礎研究のように、当初の計画どおりに進捗し

なかったとしても、予想外の発展を導く可能性を完全に否定できないものもある。研究開発関係法人はこの

ような状況にあるが、その評価に当たっては、法人の業務の内容、性格、財源の種類等の違いにかかわらず、

すべての業務を評価の対象とするとともに、その違いに応じた有効かつ的確な評価手法により、厳格な評価

を行うことが必要である。その際、法人の長のマネジメントの適切性について評価することも必要である。 
また、研究開発関係法人が行う業務について、社会的・経済的観点からの評価にとどまらず、科学的・技

術的観点からの評価を的確に行うため、客観性・中立性・信頼性を確保しつつ、当該業務の評価を行うこと

ができる専門家の知見を積極的に活用していくことが必要となる。さらに、研究開発関係法人が行う業務の

中には、自ら行う研究開発や資金配分業務の対象となる機関が行う研究開発の期間が中期目標期間に満たな

いものや、複数の中期目標期間にまたがるようなものもあることから、個々の業務のサイクルを踏まえ、中

期目標期間終了時における業務の見直しに限らず、毎年度の独立行政法人評価の結果を業務の見直しに弾力

的に反映することも必要となる。 
なお、このように研究開発関係法人の多様な業務の評価を短期間で個々的確に行うためには、厳格な評価

を維持しつつ、評価の負担の軽減を図ることができるよう、評価の効果的かつ効率的な実施のための方策を

講ずる必要がある。 
 

２ 業務の実績に関する評価 
研究開発関係法人の評価については、政策評価・独立行政法人評価委員会の「平成13年度における独立行

政法人の業務の実績に関する評価の結果についての第２次意見」（平成14年12月26日。以下「第２次意見」

という（別添参考１参照）。）、「平成14 年度における独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果に

ついての意見」（平成15年11月13日）の別添「業務実績の経年的分析・評価及び受託業務等の分析・評価

の厳格性・信頼性の更なる向上のために」（以下「15年度意見」という（別添参考２参照）。）等を踏まえ

つつ、各府省の独立行政法人評価委員会において評価手法等の改善が進められてきているものと認識してい

る。このような状況を踏まえ、政策評価・独立行政法人評価委員会が各府省の独立行政法人評価委員会によ

る各事業年度の業務実績評価結果の二次評価を行う際には、これらの具体化を促進するとの観点から、以下

の各項目に留意して評価を行うものとする。なお、各府省の独立行政法人評価委員会において、別添参考１

及び２並びに以下の項目に掲げるような評価が行われていない場合には、その理由、考え方等を確認するも

のとする。また、中期目標に係る業務実績評価結果の二次評価を行う際にも、これに準じるものとする。 
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(1) 業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置の実施状況の評価 
ア 評価対象の範囲・評価単位関係 

【評価対象の範囲】 
・ 国等からの受託費、競争的研究資金その他の補助金等により行う業務を含むすべての業務が評価

対象となっているか（その際、研究開発業務に充てられる資金の性質等により、例えば、資金配

分機関において行われた評価結果を活用して評価を行うこととするなど適切な評価手法がとられ

ているか。）。 
＜第２次意見：１－(2)－ア【網羅的な評価の実施】、２－(2)【中期目標を達成するために行われるすべての業務の評価

の実施】関係＞ 
 

【評価単位】 
・ 業務の評価単位（計画と実績の対比を行う単位、各府省の独立行政法人評価委員会として評語・

コメントを付す単位）は、評価結果を研究開発関係法人の業務運営等に具体的に反映させる上で、

過大となっていないか。 
＜第２次意見：１－(2)－イ【評価結果を実効的に反映させるための評価方法の改善の検討】関係＞ 

 
イ 評価手法等関係 

【基礎的な情報の把握と整理】 
・ 評価に当たり、業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置の実施状況等について、

以下の事項を的確に把握しているか。また、これらの事項を整理した資料を活用するなど、的確な

評価を迅速に行うことができるような工夫が行われているか。 
― 独立行政法人の設置目的・業務の範囲と個々の研究開発業務・資金配分業務との関係 
― 国の政策の重点と個々の研究開発業務・資金配分業務との関係 
― 中期目標・中期計画・年度計画と個々の研究開発業務・資金配分業務との関係（計画段階で想

定されていた業務であったか。） 
― 個々の研究開発業務における研究目標・研究期間及び中間段階における重要な到達目標 （マイ

ルストーン）・研究計画の内容 
― 当該研究開発業務と、関連する研究開発業務との研究目標・研究計画の内容の関係等 
― 個々の研究開発業務の受委託の状況（受託元・委託先、受委託金額、受委託した業務内容、委

託等の目的、委託費の財源等） 
― 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成13 年11 月28日内閣総理大臣決定）等に基づ

き個々の研究開発業務について行われた事前評価、中間評価、事後評価等（委託元、資金配分

機関等で実施された評価を含む。）における実績報告、評価結果等の内容及びその評価結果の

反映状況（資源配分の重点化、プロジェクトの中止、見直しを含む。） 
― 総合科学技術会議が実施した国家的に重要な研究開発の評価結果、科学技術関係の独立行政法

人等の主要業務に対する見解等の内容やその反映状況（資源配分の重点化、プロジェクトの中

止、見直しを含む。） 
＜第２次意見：１－(2)－ア【年度計画の実施状況の分析・評価の実施】、【業務や施設ごとの分析・評価の実施の検討】

関係＞ 
 

【中期計画の進捗状況等】 
・ 個々の研究開発業務・資金配分業務の実績と中期計画・年度計画を照らし合わせて中期計画の進

捗状況の把握が行われるとともに、両者にかい離が生じている場合、その理由、妥当性、今後の

計画の実施の見通し等について分析が行われているか。その際、中期計画・年度計画に研究目標、

研究計画が明確になっていないなど問題がある場合は、その旨の指摘がなされているか。 
また、今後の当該業務の在り方、方向性等（資源配分の重点化、プロジェクトの中止、見直し

を含む。）が明確になるような形で評価が行われているか。当該評価結果は、「国の研究開発評

価に関する大綱的指針」等に基づく評価の結果（指摘事項等）とどのような関係にあるか。 
＜第２次意見：１－(2)－ア【年度計画の実施状況の分析・評価の実施】、１－(2)－イ【業務の在り方等の方向を明確に

する評価の実施】、２－(2)【試験研究等の業務についての評価の実施】関係＞ 
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【業務の内容、性格等に応じた評価】 
・ 研究開発関係法人の業務について、その種類、個々の研究開発業務についての目的、内容、性格

（基礎、応用、開発、試験調査等）、規模、財源等の観点から、どのような分類・整理を行い、

各分類ごとに、どのような視点、指標、手法等により評価することにしているか。 
・ 「新しい知の創出が期待される」基礎研究のように、短期的に成果を把握することが困難な研究

開発業務であっても、当該年度に当該業務を継続するとの判断を行った根拠を含め、法人の長に

よる業務、予算、人事等の具体的なマネジメント（業務実態の把握や実施している場合はその内

部評価等を含む。）の状況を毎年度把握し、その適切性について評価しているか。 
＜第２次意見：２－(2)【試験研究等の業務についての評価の実施】、15年度意見【研究開発業務の評価の観点】関係＞ 
 
【専門家の活用】 
・ 研究開発業務・資金配分業務の実績について科学的・技術的観点からの評価を行うに当たって、

当該研究開発業務の評価を行うことができる専門家の知見をどのように活用しているか。各研究

開発関係法人が行う業務の評価を適切に行うことができるよう、専門家の知見を活用するに当た

って、客観性（当該専門家の外部性等）・中立性（当該専門家の利害中立性）・信頼性（当該専

門家の専門性、評価方法（評価に投入した時間等）の有効性、評価結果の開示とそれに対する被

評価者（研究者）の意見把握等の取組の妥当性）等はどのように確保されているか。 
＜第２次意見：１－(2)－ウ【評価に当たっての幅広い分野の専門家等の活用】関係＞ 
 
【委託等の特性に応じた評価】 
・ 研究開発関係法人が行う委託等について、当該法人が実施する研究開発業務のうち単純業務や専

門外の実験・解析等を効果的・効率的に処理するためこれらの業務の委託等をするものと、研究

開発の促進や産学官連携の推進等を図るため民間研究所等への資金配分の手段として委託等をす

るものを区別し、それぞれの特性に応じた評価が行われているか。 
・ 単純業務や専門外の実験・解析等の業務の委託等に関する評価を行う場合は、研究開発関係法人

が直接実施する場合と比べたコスト削減状況、委託先等の選定方法、特定の委託先等との契約の

継続状況、委託額、委託業務等の成果の品質管理の状況、委託等をせずに研究開発関係法人が自

ら行う業務やこれに充当される費用の適切性等に着眼した評価が行われているか。 
＜第２次意見：４－(2)【効率化のための措置の実質的な効果に着眼した評価の実施】、15 年度意見：【研究開発業務

の外部委託についての評価の観点】関係＞ 
 
【資金配分業務の特性に応じた評価】 
・ 研究開発の促進や産学官連携の推進を図るために行う民間研究所等への資金配分業務（委託等や

共同研究の形で行うものを含む。）の評価を行う場合は、資金配分の形態（補助金、委託費等）

及び、資金配分の財源の拠出者としての国等の裁量事項と研究開発関係法人の裁量事項の関係に

留意しつつ、制度の目的や投入予算に照らして、資金配分の結果が適切か、研究成果や新分野開

拓、研究開発基盤の形成等の効果が十分に得られているか等の観点から評価が行われているか。

また、当該評価に当たって、資金配分業務を行う当該研究開発関係法人が行った評価の結果等を

活用している場合は、それを活用するに当たっての客観性・中立性・信頼性はどのように確保さ

れているか。 
 
【受託研究の審査状況等の評価】 
・ 研究の受託に当たっての審査の体制、内容、結果等（個々の受託研究の内容及びこれを受託する

ことが法人の設置目的等に適合しているか、研究を受託したことにより法人の主要業務が圧迫さ

れていないか等の視点を含む。）を把握し、評価が行われているか。 
＜15年度意見：【国等からの受託費等により行う研究開発業務についての評価の観点】関係＞ 

 
(2) 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置の実施状況等の評価 

【効率化の促進とその基礎的な情報の把握・整理】 
・ 各府省の独立行政法人評価委員会においては、業務運営の効率化に関する目標を達成するためと
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るべき措置の実施状況等について、以下の事項を的確に把握した上で評価が行われているか。そ

の際、各研究開発関係法人における効率化努力の状況を分析し的確な効率化方策の促進に資する

ような評価が行われているか。また、これらの事項を整理した資料を活用するなど、的確な評価

を迅速に行うことができるような工夫が行われているか。 
― 研究開発業務の区分ごとのコスト（事業費、管理費、人件費等）とこれに充当された資金の種

類（運営費交付金、受託費、補助金等）及び金額（予算・実績） 
― 弾力的な資金の配分状況、活用状況（年度途中における弾力的資金配分の状況、評価結果の資

金配分への反映状況、毎年度の資金配分のシェアの変化等） 
― 個々の研究開発業務に従事した人員数（常勤、非常勤（ポスドク等）等） 
― 組織（センター、研究室、部門等）・人員（常勤・非常勤）の合理化状況 
― 研究施設・高額な機器の稼動状況及び外部利用の状況（利用料収入がある場合はその状況を含

む。） 
 
【人材確保のための取組の評価】 
・ 研究開発関係法人において実施されている人材の養成や流動性の確保、インセンティブの向上、

官民の枠や国籍にとらわれない優秀な人材の確保等のための取組を具体的に把握し、評価を行っ

ているか。 
＜第２次意見：５－(2)【中期目標の達成に向けた弾力的な組織・役職員数管理の観点からの評価の実施】関係＞ 

（略） 
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（別紙２） 
 

国の研究開発評価に関する大綱的指針（抜粋） 
 

平成20年10月31日 
内閣総理大臣決定 

 
（略） 
第１章 基本的考え方 

1．評価の意義 
研究開発評価は、国際的に高い水準の研究開発、社会・経済に貢献できる研究開発、新しい学問領域を拓

く研究開発等の優れた研究開発を効果的・効率的に推進するために実施する。 
研究開発評価の意義は、次のとおりである。 
①研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等を通じて次の段階の研究開発に連続してつなげ

るなどにより、研究開発成果の国民・社会への還元の効率化、迅速化に資する。 
②評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるような、柔軟かつ競争的で

開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・施策の形成等の効果が得られる。 
③評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望な優れた研究開発や研究者

の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効果的・効率的に推進する効果が得られる。 
④評価結果を積極的に公表し、優れた研究開発を社会に周知することにより、研究開発に国費を投入して

いくことに関し、国民に対する説明責任を果たし、広く国民の理解と支持が得られる。 
⑤評価結果を適切に予算、人材等の資源配分に反映することにより、研究開発を重点的・効率的に行うこ

とができる。 
 

2．本指針の適用 
本指針が対象とする研究開発評価とは、①研究開発課題、②研究者等の業績、③研究開発機関等及び④研

究開発施策の評価を指す。 
研究開発の範囲は、国費を用いて実施される研究開発全般とする。具体的には、各府省、研究開発法人等、

大学(国公私立を含む)及び大学共同利用機関(以下「大学等」という)並びに国立試験研究機関等が自ら実施又

は推進する研究開発が対象となる。また、民間機関や公設試験研究機関等で国費の支出を受けて実施される

研究開発、国費により海外で実施される研究開発等も対象とする。 
各府省は研究開発評価の指針において、本指針に沿って、評価対象、評価目的及び評価結果の取扱い、評

価者の選任、評価時期、評価方法など研究開発評価の実施に関する事項について、具体的な方針を定める。

また、研究開発機関及び第三者評価機関等は、本指針及び各府省の指針に沿って、同様な事項について、明

確なルールを定める。 
これらの指針等は、政策評価に関する基本計画及び事後評価実施計画、独立行政法人に係る評価基準等と

も整合するよう定める。 
 

3．評価関係者の責務  
(1) 研究開発を実施又は推進する主体の責務 

研究開発を実施又は推進する主体は、本指針を踏まえ、公正かつ透明で、研究開発の特性やその進展

状況等に応じて柔軟で、優れた成果が次の発展段階に着実につながっていくための評価の具体的な仕組

み(評価指針、要領等の策定、評価委員会の設置等)を整備し、厳正に評価を実施する。また、その評価

結果を適切に活用し、さらに、国民に対して評価結果とその反映状況についてわかりやすく情報提供を

行う。その際、研究者が高い目標に挑戦するなどを通じその能力が十分発揮されるよう促し、研究開発

の質の向上や効率化を図るとともに、評価実施に伴う作業負担により研究者が本来の研究開発活動のた

めの時間や労力を著しく費やすことのないよう努める。また、各府省においては、研究開発評価の実施

及び評価結果の活用が適正かつ責任を持って行われるよう、所管官庁としての責務を果たすものとする。 
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(2) 評価者の責務 
評価者は、研究開発評価に当たり、評価対象を正しく理解することに努めた上で、公平・公正で厳正

な評価を行うべきことを常に認識し、研究開発実施に伴う研究者の責任を厳しく問う姿勢を持つととも

に、独創的で有望な優れた研究者や研究開発を発掘し、又はさらに伸ばしてより良いものとなるように、

適切な助言を行う。 
 

(3) 被評価者の責務 
研究者等の被評価者は、国費による研究開発を行うに際し、意欲的な研究開発課題等に積極的に挑戦

すること、研究開発の成果を挙げること、研究開発の成果が 終的には納税者である国民・社会に還元

されるよう図ること、あるいは成果が出ない場合には評価を通じて課される説明責任や結果責任を重く

受け止めること等、その責任を十分に自覚することが極めて重要である。 
また、研究開発活動の一環として評価の重要性を十分に認識し、自らの係わる研究開発活動について

評価者の正しい理解が得られるように、十分かつ正確に説明又は情報提供をするなど、積極的に評価に

協力する。 
 

4．効果的・効率的な評価の実施 
本指針が対象とする研究開発の評価は、その対象ごとにあらかじめ具体的かつ明確な目標を設定し、その

目標、達成度合い及び研究開発成果について、国際的な水準に照らして行うことを基本とする。  
研究開発評価は、研究開発を実施又は推進する主体や評価対象、評価時期等において極めて多様である。こ

のため、研究開発の評価を実施する主体は、それぞれの特性や役割等に相応した質の高い実効性のある評価

が行われるよう、また、評価が研究者等にとって過重な負担とならないよう、評価の実施体制の整備や具体

的な仕組みを構築し、評価を効果的・効率的に実施する。 
また、評価を実施する主体は、実施する評価について実効性及び効率性の向上等の視点から適切な時期に

検証を行い、必要に応じて実施体制や仕組みの改善に取り組む。 
 

(1) 重層構造における評価の効率的実施 
国費を用いて実施される研究開発は、それらを実施又は推進する主体の面からみても、また、評価の

対象となる研究開発の面からみても、階層構造となっている。評価は、このような階層構造の下で各々

の階層レベルにおいて重層的に実施されることから、同一の研究開発が複数の評価の対象とされること

が多い。 
このため、評価を実施する主体は、同一の研究開発に対する評価が重複しないよう、関係機関とも連

携し、評価結果等の相互活用や評価方法の調整などを行い、全体として効果的・効率的に運営する。 
 

(2) 評価の実施、活用等に関する責任主体の明確化 
研究開発評価はそれ自体を目的とするのではなく、研究開発マネジメントの中で有効に機能するよう、

評価が適切に実施され、また、評価結果が目的に沿って確実に活用されることが重要である。 
このため、評価を実施する主体は、誰がどのような目的で評価を実施するのか、また、評価結果は誰

がどのように活用し、どのような効果を生じるのか等に関して、それぞれの主体、その役割と責任など

をあらかじめ明確にし、それを関係者に周知した上で評価を実施する。 
 

(3) 評価関連情報の機関横断的な活用促進と評価のための電子システムの導入 
評価を実施する主体は、評価者の選任、評価業務の効率化等を図るため、研究開発成果、評価者、評

価結果等の評価関連情報について、標準化して蓄積し、これらを横断的かつ相互に活用できるよう、利

便性の高い電子システムを導入する。 
さらに、評価業務を効率化するため、申請書の受付、書面審査、評価結果の開示等に電子システムを

導入する。 
 

5．評価実施体制の確立 
(1) 評価実施体制の充実 

評価を実施する主体は、評価部門を設置し、国の内外から研究経験のある人材を適性に応じ配置する
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など、効果的・効率的な評価の適切な運営と国際的な水準から見て評価の高度化が推進されるよう体制

を整備する。 
また、評価の実施やそれに必要な調査・分析、さらには評価体制の整備等に要する予算の確保につい

ては、必要に応じて研究費の一部を評価の業務に充てることも考慮する。 
 

(2) 評価人材の養成・確保 
評価を実施する主体は、評価者や評価業務に携わる人材として、独創的で優れた研究者・研究開発を

見いだし、育てることのできる資質を持つ人材を養成・確保するよう努める。 
このため、優れた評価の導入や普及、評価の手法等の高度化のための調査研究の実施、評価部門に専門

経験が蓄積するような人事制度での配慮、評価者の社会的地位向上と評価に参加することが評価者個人

に有益となるようなインセンティブの検討、評価者を評価する仕組みの整備その他評価支援体制の全般

的整備に努める。 
研究者には、研究開発の発展を図る上で専門的見地からの評価が重要な役割を果たすものであること

から、評価者としての評価への積極的な参加が求められる。一方、特定の研究者に評価実施の依頼が集

中する場合には、評価への参加が大きな負担となり、また、評価者となる幅広い人材の養成確保にもつ

ながらないことから、評価を実施する主体は、海外の研究者や若手研究者を評価者として積極的に参加

させることなどにより評価者確保の対象について裾野の拡大を図るよう努める。この場合、大学等、研

究開発法人等の研究開発機関が、研究者の任用において、研究開発評価に評価者として参加したことを

履歴の一つとして認定するなど、評価者となることのインセンティブを高めることにより優れた人材の

参加を確保する取組が重要である。 
 
6．評価の国際的な水準の向上 

経済社会のグローバル化が進展する中で、国費を用いて実施される研究開発においては、我が国における

科学の国際的な水準の向上、産業等の国際競争力の強化、地球規模の課題解決のための国際協力の推進など、

国際的視点からの取組が重要となっている。このような研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として海

外の専門家を参加させる、評価項目に国際的なベンチマーク等を積極的に取り入れるなど研究開発評価に関

しても、実施体制や実施方法などの全般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施されるよう取り組んで

いく必要がある。 
 
第２章 対象別評価の実施 

評価を実施する主体は、評価の実施に当たり、評価対象を明確かつ具体的に設定し、また、その評価対象ごと

に、当該評価を研究開発活動の中でどのように戦略的に位置付け、誰がどのように活用するかをあらかじめ明確

にする。その上で、評価目的を明確かつ具体的に設定し、その内容を被評価者に事前に周知して評価を実施する。 
 

（略） 
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（別紙３） 
 

文部科学省における研究及び開発に関する評価指針（抜粋） 
 

平成 21 年 2 月 17 日 
文部科学大臣決定 

 
第１章 基本的考え方 
１．１ 評価の意義 

評価は、貴重な財源をもとに行われる研究開発の質を高め、その成果を国民に還元していく上で重要な役割

を担うものである。評価により、新しい学問や研究の領域を拓く研究開発、世界的に高い水準にある研究開発、

社会・経済の発展に貢献できる研究開発等の優れた研究開発を効果的・効率的に推進することが期待できる。 
評価は主として以下の意義を有し、評価に関係する者は、これらの実現を目指して評価を行うものとする。 
 
1. 創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を積極的に見出し、伸ばし、育てること。  
2. 研究者の創造性が発揮されるような、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境を創出すること。  
3. 研究開発施策等の実施の当否を、社会への影響にも配慮した幅広い視点から適切に判断するとともに、

より良い施策の形成に資すること。  
4. 評価結果を積極的に公表し、研究開発活動の透明性を向上させることにより、研究開発に国費を投入し

ていくことに関し説明する責任を果たし、広く国民の理解と支持を求めること。  
5. 評価結果を適切に反映することにより、重点的・効率的な予算、人材等の資源配分等を実現し、限られ

た資源の有効活用を図ること。また、既存活動の見直しにより新たな研究開発への取り組みの拡大を図

ること。 
 

１．２ 本指針の適用範囲 
 本指針では、「研究開発施策」、「研究開発課題」、「研究開発機関等（注3）」、「研究者等（注4）の業

績」の4つを評価の対象とする。また、研究開発の範囲は、国費を用いて実施される研究開発全般とする。 
（注3）「研究開発機関等」とは、大学等及び研究開発法人等（研究開発を実施する機関及び資源配分機関）をいう。 
（注4）「研究者等」とは、研究者及び研究支援者をいう。 
 
１．３ 評価システムの構築 
文部科学省の所掌に係る研究開発は、大学等における学術研究から、研究開発法人等における特定の政策目

的を実現する大規模プロジェクトまで多様である。文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、評価の意義を

深く認識し、各々の研究開発の特性に適した評価システムを構築する。 
 評価システムの構築に当たっては、評価は、研究開発の企画立案や研究開発を的確に実施するなど戦略的な

意思決定を行うための重要な手段であることを十分認識した上で、「研究開発を企画立案し、実施し、点検・

評価するとともに、その結果を次の企画立案等に適切に反映させていく」といった循環過程（いわゆる「マネ

ジメント・サイクル」）を確立する。 
 また、個々の研究開発課題や研究者等の業績の評価から、研究開発機関等や研究開発制度の評価、さらには

研究開発戦略等の評価といった評価の階層構造が存在することを考慮し、個別の課題等から上位の機関や施

策・政策に至る効率的な評価システムを構築するために、それぞれの評価の目的や位置付けを明確にするとと

もに、評価相互の有機的な連携・活用を具体的な機関やそこでの研究開発の特性に応じつつ各階層で進めてい

く。 
 文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、評価システムの適切な運用を確保するとともに、その改善を図

る観点から、評価の在り方について評価者や被評価者（注5）等からの意見聴取に努めるなど、評価の検証を

適時行い、評価の質の向上や評価システムの改善に努める。その際、各階層における評価が指針等に沿って適

切に行われているか、無駄な評価や形式的な評価になっていないか、評価実施主体、評価者及び被評価者の間

で十分なコミュニケーションがとれているかなどが必要な視点として考えられる。 
 また、効果的・効率的な評価を行うため、評価に関する必要な情報・データ等を収集・蓄積し、評価に役立

てる。 

8 

234



 

 さらに、評価は研究開発活動の効果的・効率的な推進に不可欠であることから、必要な予算、人材等の資源

を確実に拡充し、充実した評価体制を整備する。 
（注5）「被評価者」には、研究開発を実施している研究者のみならず、評価対象が研究開発施策の場合は、その施策の実施者、

評価対象が研究開発機関の場合は、その機関の長等が該当する。 
 
１．４ 関係者の役割 
１．４．１ 文部科学省内部武侠、研究開発機関等 
優れた研究開発を伸ばすためには、研究開発に関係する全ての者が、評価活動を成熟させ、研究開発におけ

る評価の文化を創り上げることが重要である。 
文部科学省内部部局は、自ら研究開発施策等の評価を行うとともに、研究者や研究開発機関等の自律的な取

り組みを補完するために、評価システムの構築・運営や評価環境の整備を適切に行う。 
研究開発機関等は、研究者が創造性を発揮し、優れた研究開発を効果的・効率的に実施できるよう、評価シ

ステムの構築や運営を適切に行う。また、評価者としての業務を重要なものとして理解し、研究者が評価者と

して積極的に参画しやすい環境の整備に努める。 
 

１．４．２ 評価者 
評価者は、厳正かつ公正な評価を行うことが評価システムの信頼を保つ根幹であることを理解するとともに、

自らの評価結果が資源配分や研究開発施策の見直しに反映されるなどの評価の重要性を理解し、評価者として

の責任と自覚を持ち評価に取り組む。 
評価に当たっては、適切な助言を行うなど、創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を見出し、育

て、さらに伸ばすような視点に配慮する。 
また、自らの評価結果が、後の評価者によって評価されることになるとともに、 終的には国民によって評

価されるものであることも自覚し、評価に取り組むことが望まれる。 
 

１．４．３ 研究者 
研究者等は、国費の支出を受けて研究開発を行う責任の自覚と研究活動の改善・活性化にとって評価が重要

であるとの認識の下、自らの研究開発に係わる評価について自律的に取り組むとともに、外部評価（注6）・

第三者評価（注7）を受ける場合には、自発的かつ積極的に評価に協力する。また、専門的見地からの評価が

重要な役割を果たすものであることを認識し、評価者として評価に積極的に参画する意識を持つことが必要で

ある。 
研究者コミュニティにおいても、研究者の評価業務への参画が、研究者のキャリアパスにおいて十分意義が

あるものであるとの認識の醸成を一層図っていくことが必要である。 
（注6）「外部評価」とは、評価の対象となる研究開発を行う研究開発実施・推進主体が評価実施主体となり、評価実施主体の外

部の者が評価者となる評価をいう。これらは、専ら評価実施主体の内部の者が評価者となる「内部評価」と区別される。 
（注7）「第三者評価」とは、評価の対象となる研究開発を行う研究開発実施・推進主体とは別の独立した機関が評価実施主体と

なる評価をいう。 
 

１．５ 評価における過重な負担の回避 
評価に伴う作業負担が過重となり、研究開発活動に支障が生じないよう留意する。 
評価実施主体は、評価目的や評価対象に応じ、複数の評価実施主体が同一の評価対象についてそれぞれ異な

る目的で評価を行う場合や研究開発課題・施策・機関といった階層構造の中で複数の評価を行うような場合等

において、評価の重複を避けるよう、可能な限り既に行われた評価結果を活用する。具体的には、 
制度等の下にある個々の研究開発課題の評価は、制度等によって設定されている目標や運営等の枠組みに照

らして評価を行うとともに、制度等を評価する際には、これらの評価結果を活用する。  
また、研究開発課題等の特性や規模に応じて、適切な範囲内で可能な限り簡略化した評価を行うなど、評価

目的、趣旨を一層明確化した上で、評価の必要性の高いものを峻別し、評価活動を効率的に行う。具体的には、

萌芽的研究、比較的小規模な研究、大学等における基盤的経費を財源とする基礎研究（注8）等は、特に必要

と認められる場合を除き、実施報告書等の提出をもって評価に代える。なお、この際には、次の段階の研究開

発の事前評価等を通じて、優れた研究開発を見落とさないように配慮する。  
外部評価は、評価者、被評価者ともに大きな負担を強いるため、小規模な研究開発等については、外部評価
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の実施の必要性も含め、評価方法について事前に十分に検討する。  
評価対象となる研究開発課題が比較的少額の場合、メールレビューを実施したり、評価項目を限定する。等 
なお、評価方法の簡略化を行う場合には、公正さと透明性を確保する観点から、評価実施主体はその理由等

を示す。 
評価実施主体は、評価に当たっては、その目的・役割を明確化することを徹底し、評価システムとしての重

複がある場合には、統合化・簡素化等の評価システムの合理化を図る。 
また、評価文書を可能な限り統一すること等により評価作業を省力化する。さらに、文部科学省内部部局及

び研究開発機関等は、外部評価の効果的・効率的な実施の観点から、あらかじめ自らの研究開発について適切

な関係資料の整理に努める。  
我が国では、評価に従事する者が質・量ともに不十分なため、過重な負担が一部の者にかかっていることを

踏まえ、評価実施主体は、評価者、評価事務局職員等の育成・確保等評価体制の強化を図る。 
また、評価が無駄となったり形式化したりすること等により、現場に徒労感を生み出す恐れがあることから、

評価に当たっては、評価実施主体は、誰がどのような目的で評価を実施するのか、また、評価結果は誰がどの

ように活用し、どのような効果をねらっているのか等に関して、それぞれの主体、その役割と責任などをあら

かじめ明確にし、それを関係者に周知するとともに、評価結果が適切に活用されるようにする。 
（注8）本指針において、「基礎研究」には、研究者の自由な発想に基づく研究と特定の政策目的に基づく基礎研究を含む。以

下同じ。 
 
１．６ 評価人材の養成・確保等 
１．６．１ 評価事務局職員、プログラムオフィサー等 

文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、評価部門を設置し、国の内外から若手を含む研究経験のある人

材を適性に応じて配置し、効果的・効率的な評価システムの運営と評価の高度化を推進する体制を整備する。 
競争的資金の配分機関は、競争的資金制度の適切な運用、研究開発課題の評価プロセスの適切な管理、研究

開発の質の向上の支援等を行うために、研究経験のある人材を専任のプログラムディレクター（注9）（以下

PDと記す)、プログラムオフィサー（注10）(以下POと記す)として充てるマネジメントシステムの構築を図

る。この際、各制度の趣旨や目的等に応じて、PO等を 大限活用した効率的かつ的確な評価を行うための方

法や評価に関係する者の役割分担の明確化が必要である。 
競争的資金以外の大規模プロジェクト等においては、恒常的に当該プロジェクトに関与し、円滑な推進のた

めに助言等を行う者を必要に応じて配置する。 
PO等は、評価結果の信頼性を確保する上で重要な役割を担っていることに鑑み、資質向上のための研修等

を受ける。 
また、研究開発機関等において、PO等の経歴を研究活動の一環として適切に評価し、給与や処遇に反映す

るなどインセンティブを確保することにより、PO等への従事を研究者のキャリアパスとして位置付ける。さ

らに、研究者がPO等へ円滑にキャリアを転換できるような仕組みについて検討する。 
 文部科学省及び研究開発機関等の事務局における人的拡充を含めた研究開発評価体制の構築や職員等の評

価実施能力の向上を図ることは、評価に係る各種作業を円滑に行う上で不可欠である。このため、文部科学省

及び研究開発機関等は、職員等を対象とした研修等の開催、職員等の海外研修・海外留学等への派遣、評価に

係る相談窓口の設置、評価機関のネットワークの構築、研究開発評価専門研究者等の国際会議等への派遣等の

取り組みを進める。 
また、研究開発機関等は、評価部門に専門性が蓄積されるように人事運用面で配慮するとともに、評価事務

局職員等を持続的に養成・確保していくために有効な対応策の構築やキャリアパスの確立に努める。 
（注9）「PD」とは、競争的資金制度と運用について統括する研究経歴のある高い地位の責任者をいう。 
（注10）「PO」とは、各制度のプログラムや研究課題の選定、評価、フォローアップ等に関わる諸実務を行う研究経歴のある責

任者をいう。 
 
１．６．２ 評価者 
 文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、研究者の評価に対する認識を深め、評価の質の向上を図るなど

の観点から、若手や海外の研究者を含む多様な研究者等を評価者として積極的に参加させることなどにより評

価者の層の拡大に努める。 
さらに、適切な評価者を選任するため、評価者候補となる人材に関する情報を蓄積・活用する仕組みの構築
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を図る。 
研究開発機関等において教育や研究といった活動を兼任している評価者やPO等について、過重な作業が原

因で本務である教育や研究の活動に支障が生じることがないよう、評価実施主体は、当該評価者等の所属機関

に対する適切な支援策やその所属機関における評価者等に対する適切な措置を検討する。例えば、競争的資金

の配分機関等においては、評価者等の教育負担等を軽減するための経費の所属機関への措置等、所属機関にお

いては、評価者等としての経歴の評価や教育負担等を軽減するための措置等を検討する。 
 また、評価者として優れた人材の参加を確保するためには、評価者の社会的地位の向上と研究者が評価者と

なるインセンティブについての検討が重要であり、文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、有効な取り組

みを検討する。例えば、研究開発機関等においては、研究者の任用において、研究開発評価に評価者として参

加したことを履歴の一つとして考慮する。 
 

１．６．３ 評価システム高度化のための評価支援体制の整備 
文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、評価の信頼性を高めるために、評価に先立つ調査分析を充実さ

せるとともに、事前評価や追跡評価における研究開発の効果や波及効果等といった社会経済への還元に係る評

価手法の開発、基礎研究に関する評価手法の開発など、評価システム高度化のための調査研究を実施する。 
 

１．７ データベースの構築・活用等 
文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、評価業務の効率化等を図るため、研究開発課題毎にその目的や

領域の区分を明確にするとともに、研究者（エフォートを含む）、資金（制度、金額）、研究開発成果（論文、

特許等）、評価者、評価結果（評価意見等）を収録したデータベースの構築やその活用、データベースへの情

報提供を行う。 
 

１．８ 世界的水準による評価の実施 
経済社会のグローバル化が進展する中で、国費を用いて実施される研究開発においては、我が国における科

学水準の向上、産業等の国際競争力の強化、地球規模の課題解決のための国際協力の推進など、世界的あるい

は国際的な視点からの取組が重要となっている。このような研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として

海外の研究者等や豊富な海外経験を有する研究者等を参加させる、評価項目に世界的なベンチマーク等を積極

的に取り入れるなど、研究開発評価に関しても、研究開発の特性や規模に応じて、実施体制や実施方法などの

全般にわたって評価が世界的にも高い水準で実施されるよう取り組んでいく必要がある。 
 

第２章 対象別事項 
 研究開発に関する評価が多様な側面からなされるようになったことから、各評価を個別に行うのではなく、収

集した情報や評価結果を相互に活用することにより、作業の重複を避け、効率的に評価を実施することが必要で

ある。例えば、研究開発課題の評価結果は、研究開発施策、研究開発機関等、あるいは研究者等の業績の評価の

際の情報となり得るものであり、課題の評価実施主体は、評価結果に関する情報の提供を積極的に行う。 
（略） 
 
第３章 機関や研究開発の特性に応じた配慮事項 
第1章、第2章では、文部科学省の所掌に係る研究開発全般について、評価を行う上での考え方を示した。 

 研究開発法人等については、「独立行政法人通則法」（平成11年法律第103号）、国立大学法人及び大学共同

利用機関法人については、「国立大学法人法」（平成15年法律第112号）等において評価の枠組みが明記されて

いるので、これらと本指針との関係を本章において整理することとする。 
 また、文部科学省の所掌に係る研究開発において極めて重要な位置を占める大学等における学術研究は、他の

研究開発と比べて異なる特性を有すること、また、大学等は教育機能を有する機関でもあることから、その評価

に当たっては、前章までに示した考え方に基づくほか、これらの特徴を踏まえる必要があるため、特に配慮すべ

き事項を本章において整理する。 
 
３．１ 独立行政法人通則法、国立大学法人法等との関係 
 研究開発法人等については、「独立行政法人通則法」に基づき、独立行政法人評価委員会が業務の実績に関

して第三者評価を行う。独立行政法人評価委員会が評価を進める上で、本指針を参考とすることが期待される。 
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 大学等については、学校教育法等に規定される自己点検・評価を厳正に行う。国立大学法人及び大学共同利

用機関法人については、「国立大学法人法」に基づき、国立大学法人評価委員会が業務の実績に関し第三者評

価を行うが、教育研究の状況については、大学評価・学位授与機構における評価の結果を尊重することとされ

ている。これらの評価に当たっては、大学等の研究活動の特殊性に留意し、本指針を参考とすることが期待さ

れる。 
 なお、本指針をもって新たな機関評価を行う義務が発生するものではない。 
 
３．２ 大学等における学術研究の評価における配慮事項 
３．２．１ 基本的考え方 
３．２．１．１ 学術研究の意義 
 大学等における学術研究は、研究者の自由な発想と研究意欲を源泉として行われる知的創造活動であり、人

間の精神生活を構成する要素としてそれ自体優れた文化的価値を有する。その成果は人類共通の知的資産とな

り、文化の形成に寄与する。また、多様性を持った学術研究が幅広く推進される中から未来社会の在り方を変

えるブレークスルーを生み出すなど、国家・社会発展の基盤ともなる。 
 
３．２．１．２ 学術研究における評価の基本的理念 
 学術研究においては、自律的な環境の中で研究活動が行われることが極めて重要である。その評価に当たっ

ては、専門家集団における学問的意義についての評価を基本とする。その際、公正さと透明性の確保に努める。 
 また、優れた研究を積極的に評価するなど、評価を通じて研究活動を鼓舞・奨励し、その活性化を図るとい

う積極的・発展的な観点を重視する。画一的・形式的な評価や安易な結果責任の追及が研究者を萎縮させ、独

創的・萌芽的な研究や達成困難な課題に挑戦しようとする意欲を削ぎ、研究活動が均質化することのないよう

にする。 
 
３．２．１．３． 学術研究の特性 
 学術研究は、人文・社会科学、自然科学のあらゆる学問分野にわたるものであり、その性格、内容、規模等

が極めて多様である。また、学術研究においては独創性が重視されるとともに、萌芽的な研究や長期間を経て

波及効果が現れる研究等、評価が容易でないものも多い。さらに、新しい原理や法則の発見に至る過程におい

ては、研究の経過そのものや時には失敗さえもがその後の展開にとって価値を有する場合がある。また、大学

等においては、研究成果を踏まえた教育活動によって研究者をはじめ社会の様々な分野で活躍する人材が養成

されるなど、研究活動と教育活動が密接な関連をもって推進されている点にも大きな特徴がある。 
 学術研究における評価に当たっては、これらの特性に配慮する必要がある。 
 
３．２．１．４ 評価の際の留意点 
３．２．１．４．１ 評価の視点 
 学問的意義についての評価を中心とし、それに加えて研究の分野や目的に応じて、社会・経済への貢献とい

う観点から新技術の創出や特許等の取得に向けた取り組み等を評価の視点の一つとする。また、成果の波及効

果を十分に見極めるなど、長期的・文化的な観点に立った評価が必要である。さらに、 先端の研究のみなら

ず、萌芽的な研究を推進するとともに、若手研究者による柔軟で多様な発想を活かし、育てるという視点が重

要である。単に成果を事後的に評価するのみならず、現に研究活動に取り組んでいる研究者の意欲や活力、発

展可能性を適切に評価するという視点を持つべきである。 
 
３．２．１．４．２ 評価の方法 
 定量的指標による評価方法には限界があり、ピアレビューによる研究内容の質の面での評価を基本とする。

その際、数量的な情報・データ等を評価指標として用いる場合には、前述（2．2．1．5．6及び2．2．2．5．
2 評価の実施）に述べた観点を踏まえ、慎重な態度が求められる。 
 人文・社会科学の研究は、人類の精神文化や人類・社会に生起する諸々の現象や問題を対象とし、これを解

釈し、意味付けていくという特性を持った学問であり、個人の価値観が評価に反映される部分が大きいという

点に配慮する。 
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３．２．１．４．３ 研究と教育の有機的関係 
 大学等は教育機能を有する機関でもあることから、大学等の機関評価や大学等の研究者の業績評価について

は、教育、研究、社会貢献といった大学等の諸機能全体の適切な発展を目指すことが必要であり、研究と教育

の有機的関係に配慮する。 
 
３．２．２ 対象別の評価方法 
３．２．２．１ 研究開発課題の評価 
３．２．２．１．１ 基盤的資金による研究 
 基盤的資金は、萌芽的な研究や継続的な研究を含め、研究者の自由な発想による多様な研究活動を支え、学

術研究の発展の基盤を培うものである。 
 基盤的資金による研究開発課題の評価は、研究者による日常的な論文発表や学会活動等に対する評価を活用

しつつ、各大学等において行う。その際、研究者の業績評価の一環として行うことも考慮する。また、自由闊

達な雰囲気を損ねたり、将来に向けての研究の発展の芽を摘み取ったりすることのないよう留意する。 
 
３．２．２．１．２ 競争的資金による研究 
 学術振興を目的とする競争的資金による研究の評価については、時代の要請に応じて必要な体制の整備を図

りつつ、一層の充実を図る。その際、研究種目の性格や研究費規模に応じて、事前評価（審査）に重点を置く

など、効果的・効率的な評価方法を設定する。評価の質的向上を図る観点から、 審査員の構成バランスへの

配慮、研究内容を理解できる人材の確保を含めた評価業務実施体制の強化、審査結果の申請者への開示の拡充

に努める。 
 
３．２．２．１．３ 大型研究プロジェクト 
 天文学、加速器科学、核融合科学等、特定の大学共同利用機関等が中心となり、巨額の資金と多くの研究者

集団により実施される大型研究プロジェクトの評価に当たっては、研究者のアイデアを汲み上げつつ第三者的

立場の審議会等で評価を行う体制が有効かつ適切である。このため、科学技術・学術審議会等において、事前・

中間・事後の各段階における評価を実施し、それに基づいてプロジェクトの変更・中止等の措置を講ずるとと

もに、評価結果を積極的に公表し、発信する。その際、評価の適切性を高めるため、学問的意義のみならず社

会・経済に与える影響について十分な評価が行われるよう、有識者の参画を得て評価を行う。また、海外の研

究者の意見を聴くなど、世界的あるいは国際的な視点に立った評価の実施に努める。 
 
３．２．２．２ 研究面における大学等の機関評価 
 評価に当たっては、まず各大学等が自らの目標に照らして研究活動及び組織運営の状況について自己点検・

評価を行い、その結果を組織運営の改善に役立てるとともに、国民に対する説明責任を果たす観点からこれを

公表する。 
 大学共同利用機関については、運営会議において、機関の運営及び研究活動の両面での評価が行われており、

これら外部に開かれた運営体制における評価機能を活用する。 
 
３．２．２．３ 研究者の業績評価 
 各大学等においては、例えば、学会等を通じた研究者間の相互評価や競争的資金の獲得実績も活用して個々

の研究者の業績を評価し、その結果を大学等の組織運営に活かす。なお、研究者の業績評価については、大学

等における自己点検・評価の一環として実施することも考慮する。 
 研究者の業績評価に当たっては、研究者の創意を尊重し、優れた研究活動を推奨し、支援するという積極的

視点が重要である。一方、研究者は、大学等がその使命を全うするために自由な研究環境の保障が必要とされ

ていることを自覚し、自らを厳しく律して研究を推進することが望まれる。 
 大学等にとっては、教育機能も極めて重要な要素であり、教員の評価に当たって研究面での業績のみが重視

されることによって、大学等における教育面での機能の低下をもたらすことのないよう留意する。 
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第４章 フォローアップ等 
文部科学省内部部局は、文部科学省の所掌に係る研究開発評価の実施状況についてフォローアップを行い、

その把握に努める。また、フォローアップの結果や国内外の動向を踏まえ、本指針の見直しを行う。 
 
 研究開発制度・研究開発を行う機関等の所管部局は、所管する制度・機関の評価に関し、評価方法等を点検

し、評価の質を高め、適切な評価が効果的・効率的に行われていくよう、評価の在り方の改善に努める。その

際、所管機関に対し必要に応じ適切な助言を行う。また、評価者に関する情報も含めて評価結果を評価推進部

局に提出する。 
 評価推進部局は、制度・機関所管部局から提出された評価結果を取りまとめ、制度・機関所管部局に対して

助言等を行うとともに、評価システム全体の見直しを行う。また、データベースの構築等を図るとともに、効

果的・効率的な評価システムを構築するため、評価者や評価業務に携わる者の養成・確保に係る方策を講じる。
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（別紙４） 
 

独立行政法人の中期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取組方針（抜粋） 
 

平 成 1 9 年 ７ 月 1 1 日 
政策評価・独立行政法人評価委員会 

（略） 
記 
 

１ 中期目標期間終了時の見直しに関する当面の取組方針 
中期目標期間終了時の見直しの対象となる法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性において

は、上記の問題意識及び基本的な方針に沿った厳しい指摘を行うこととし、行政減量・効率化有識者会議との

一層緊密な連携を図りつつ、「独立行政法人見直しの３原則」を含む別添１「経済財政改革の基本方針2007」
（平成19年6月19日閣議決定。以下「基本方針2007」という。）や関連する閣議決定その他政府の種々の改

革方針を踏まえるとともに、規制改革会議や官民競争入札等監理委員会など独立行政法人の業務の見直しに関

連する諸機関における議論の動向を踏まえて検討を行うこととする。 
また、検討の具体的な視点については、特殊法人等から移行して設立された法人の見直しを初めて行うに当た

って独立行政法人の組織・業務全般の見直しの視点を網羅的に取りまとめた別添２「平成18年度における独

立行政法人の組織・業務全般の見直し方針」（平成18年７月18日政策評価・独立行政法人評価委員会決定。

以下「18年度見直し方針」という。）を基本としつつ、必要な読み替えを行った上で適用することとする。 
 

２ 業務実績評価に関する当面の取組方針 
(1) 基本的な取組方針 

業務実績評価については、当委員会がこれまで策定し、各府省の独立行政法人評価委員会等に示してき

た「平成13年度における独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての第２次意見」（平成

14年12月26日。以下「２次意見」という。）、研究会報告書（平成16年6月30日）及び「平成16年度業

務実績評価の結果についての評価における関心事項（「財務内容の改善」及び「業務運営の効率化」関

係）」（平成17年7月11日。以下「財務内容等関心事項」という。）を基本としつつ、中期目標期間終了

時の事務・事業の見直しを視野に入れた評価や業務運営の一層の効率化等に資する評価に重点を置くこ

ととする。 
また、その際、基本方針2007及び関連する閣議決定その他政府の種々の改革方針並びに当委員会の18年
度見直し方針を踏まえるともに、役職員の給与水準の適切性や随意契約の見直しなど独立行政法人が直

面する重要課題等について、以下の事項を中心に重点的に評価を行うこととする。 
(2) 中期目標期間終了時の事務・事業の見直しにつながる業務の在り方の検討に資する評価 

① 法人の各業務について、国の政策の重点化・効率化や社会情勢の変化等に対応して適切な重点化・効

率化が行われているかどうかという観点から評価が行われているか。 
② 同種・類似業務を行っている他の法人や機関との比較等を行い、当該業務を独立行政法人という組織

形態や当該法人で行う必要性等についての評価が行われているか。 
（注）法人の業務の在り方の検討に資する評価の視点等については、18年度見直し方針を参照。 

(3) 財務内容や主要な事務・事業の改善等に資する評価 
ア 財務内容の改善 

① 欠損金、剰余金の適正化 
欠損金や当期総損失について、その発生要因を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、その解

消に向けた取組やその効果についての評価が行われているか。また、剰余金（積立金）や当期総利益

についてもその発生要因を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、剰余金等を保有する必要性、金

額の妥当性、その効果的な運用方法等についての評価が行われているか。 
② リスク管理債権の適正化 

貸付金の回収計画の策定・回収状況についての評価が行われているか。また、リスク管理債権額

やその貸付金残高に占める割合が増加している場合において、その要因を業務実績報告書等で明らか

にさせた上で、その適正化に向けた取組やその効果についての評価が行われているか。 
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（注）財務内容の改善関係については、２次意見の「３ 予算、収支計画及び資金計画の実施状況等

の評価について」及び財務内容等関心事項等を参照 
イ 資産の有効活用 

保有する土地、建物等の利用実態や活用状況を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、当該資

産が効率的に活用されているかどうかについての評価が行われているか。 
ウ 行政サービス実施コストの改善 

①人件費又は人員の削減 
人件費削減についての具体的な取組内容とその効果を業務実績報告書等で明らかにさせるととも

に、削減状況について財務諸表による経年比較等で実証的に検証した上で評価が行われているか。  
②給与水準の適切性 
法人の給与水準について、国家公務員の水準等との比較を行い、上回っている場合において、上回

っている理由を業務実績報告書等で明らかにさせるとともに、法人が主張する理由について、同種・

類似業務を行っている法人や組織等との比較を行う等、実証的に検証した上で、その水準の妥当性、

改善に向けた取組及びその効果等についての評価が行われているか。 
③ 市場化テストの導入 
各業務のコストを明らかにした上で、法人が直接行った方が低コストであることが明らかである場

合を除き、コスト削減等を図る観点から、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平

成18年法律第51号）に基づく市場化テストの導入を視野に入れた評価が行われているか。 
④ 随意契約の見直し 
「独立行政法人における随意契約の適正化について」（平成19年2月16日付け総務省行政管理局長

及び行政評価局長から各府省官房長あて事務連絡）に基づく、一般競争入札の導入・範囲拡大や契約

の見直し、契約に係る情報公開の実施状況についての評価が行われているか。 
⑤ 関連公益法人等の見直し 
ⅰ 法人の特定の業務を独占的に受託している関連公益法人や特定関連会社等について、法人と当該

関連公益法人等との関係を業務実績報告書等で具体的に明らかにさせた上で、業務委託の妥当性

等についての評価が行われているか。 
ⅱ 関連公益法人や特定関連会社等に対する出えん又は出資について、法人の政策目的等との関係を

業務実績報告書等で具体的に明らかにさせた上で、その必要性等についての評価が行われている

か。 
エ その他 

① 内部統制について、規程や体制の整備状況や運用状況等を業務実績報告書等で明らかにさせた上

で、内部統制の充実・強化についての評価が行われているか。 
② 目的積立金の計上につながるような経営努力の取組状況を業務実績報告書等で明らかにさせた上

で、その取組と成果についての評価が行われているか。 
③ 昨年、当委員会が当該法人の評価について当該府省の独立行政法人評価委員会に通知した意見に

従った評価が行われているか。 
また、当委員会が当該法人の事務・事業の見直しについて主務大臣に対して行った勧告の方向

性における指摘事項を踏まえた評価が行われているか。 
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（別紙５） 
 

独立行政法人日本学術振興会の業務実績に係る基本方針（抜粋） 
 

平 成 1 7 年 6 月 2 9 日 
文部科学省独立法人評価委員会 
科学技術・学術分科会日本学術振興部会 

（平成19年7月12日一部改正） 
（平成20年2月 4日一部改正） 

 
（略） 
２．評価の基本方針 

(1) 数値目標に関する評価項目については、定量的な指針を用いて客観的な評定基準を設定することを基本

とする。定性的な目標に関する評価項目についても、定量的な指標を補完的に用いる等により、可能な

限り客観的な評定基準の設定に努める。なお、「学術研究においては独創性が重視されるとともに、萌

芽的な研究や長期間を経て波及効果が現れる研究等、評価が困難なものも多い。さらに、新しい原理や

法則の発見に至る過程においては、研究の過程そのものや時には失敗さえもが、その後の展開にとって

価値を有する場合がある。」（平成17年9月「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」）

ことから、振興会の学術研究に対する助成・支援等の事業に係る評価に当たっては、これらの特性を十

分に配慮する必要がある。 
(2) 中期目標は必ずしも毎年度均一に達成されるわけでなく、また、長期的取り組みを要する事業など、短

期間で評価することが困難な項目もあることから、各事業年度終了時における評価基準は、比較的おお

まかなものとする。 
(3) 振興会における評価システムの活用を図る等により、毎年度の評価作業が振興会及び研究者にとって過

度の負担とならないよう努める。 
(4) 評価を確定していくに際しては、適切な方法により振興会からの説明・意見等を十分に聴取することに

特に留意する。 
(5) 次年度以降の評価については、今年度の評価結果等を踏まえて、振興会の独自性や科学技術・学術分科

会における検討などを考慮しつつ、適時適切に見直しを行うものとする。 
 
３．評価の実施方法 

事業年度評価においては、中期計画に定められた各項目の毎事業年度の実施状況について、以下の評価を行

う。 
(1) 事業年度評価 

(ｲ) 評価項目 
中期計画の個々の事項ごとに、当該事業年度における中期計画の実施状況について段階的評定を行う。 

 
(ﾛ) 各評価項目の評価基準 

①各評価項目の評価については、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆの５段階評価とする。 
Ｓ：特に優れた実績を上げている。（客観的基準は事前に設けない） 
Ａ：中期計画通り進んでいる、又は、中期計画を上回り、中期目標を十分に達成し得る可能性が

高いと判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が100％以上） 
Ｂ：中期計画通りに進んでいるとは言えない面もあるが、工夫若しくは努力によって、中期目標

を達成しうると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が70％以上100％未

満） 
Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当該年

度に実施すべき中期計画の達成度が70％未満） 
Ｆ：評価委員会として業務改善の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設けない） 

②”Ｓ”又は”Ｆ”評価の項目は、法人による翌年度以降の事業計画の変更等につなげる必要がある。 
③中期計画の個々の事項とは、中期計画の各項目、あるいは類似の個別業務が複数の項目に分かれて
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いる場合には、これらを大ぐくり化した各単位をいう。 
④他法人との項目別評価の結果を比較するため、 

・業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 
・国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべ

き措置 
など、大項目についても段階的評定を行う。 
 

(ﾊ) 評価方法 
振興会から提出される業務実績報告書等を中期目標及び中期計画に照らして、おおむね以下の手

順に沿って、全体評価表、項目別評価等総表及び項目別評価表を作成することにより評価をとりまと

める。全体評価表及び項目別評価等総表は、「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基

本方針」において定める様式とし、項目別評価表については各年度の事業年度評価に当たり、部会に

おいて定める様式とする。 
なお、評価に際しては、各事業年度における振興会の自己点検等の結果を参考にする。 

①振興会からの業務実績報告書等によるヒアリングの実施 
②各委員による評価案の作成 
③部会の合議による評価の実施 

また、以下のいずれかの方法により評価値（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ）を決定した上で、各項目に記載

事項を付記する。また、必要に応じ評価項目毎に評価指標、評価要領等を作成する。 
①数値基準を設定して数値を目安にして決定するもの。 
②法人の自己評価及びその根拠を部会として確認、必要に応じて修正する。 
③非定量的要素を含む複数の要素を総合的に勘案した上で、部会としての評価をとりまとめ

る。 
なお、全体評価に当たっては、 各評価項目の評価結果を総括するものとして、 

①評価結果の総括 
②評価を通じて得られた法人の今後の課題（評価結果に至った原因分析について明確に記載 

また、独立行政法人の制度・運用上の隘路があれば、積極的に記載） 
③評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性 
④特記事項（総務省政策評価・独立行政法人評価委員会の２次評価や中期目標期間終了時の見

直し作業についての対応） 
について記述する。ただし、ランク付けはしない。 

（略） 
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（別紙６） 
 

効果的・効率的な独立行政法人評価の実現に向けて取るべき方策の基本方針（抜粋） 
 

平 成 1 9 年 1 2 月 1 9 日 
文部科学省独立法人評価委員会 

 
（略） 
○業務実績報告書等の早期作成及び委員等に対する日常的な情報提供 

・法人は、財務データも含め評価に必要な定量的データをその対象により、月ごと、重要な事業終了ごと、四

半期ごと等定期的に積み上げる。また、財務データ等を定期的に集計する中で特異なデータがあれば、その

原因分析を行う。これにより、法人は、年間を通じて評価関連事務の分散を図るとともに、業務実績報告書

等を作成する時期までに業務の進捗状況、成果、課題等を概ね把握するよう努め、財務データも含めた業務

実績報告書等の作成の迅速化を図り、部会等の評価作業開始までに確定させる。 
・部会等における評価作業が効果的・効率的に行われるためには、委員等が法人業務の状況を良く把握し、評

価の視点が明確になっていることが重要であることから、法人所管課（部会等の事務局）においては、部会

等の開催前に、委員等に対して必要な資料を早期に提示するとともに、法人においては、法人の業務に関す

る情報（研究成果、主なイベントの開催状況や成果等）を日常的に委員等に提供する。 
 
法人の努力にかかわらず、評価作業開始までに財務データ等を確定できない場合であっても、法人においては

上記の取組により財務状況や業務の状況、成果、課題等が把握されていることから、その時点での暫定的なデー

タと併用することで確度の高い評価を行うことが可能になると考えられる。 
なお、これらの暫定的なデータが確定後、必要に応じて部会等で評価を再検討し、適切な評価結果を決定する

こととする。 
 
○評価項目の適切な大ぐくり化 

・評定を行う項目については、関連する事業を一つの項目としたり、項目の階層構造の上位の項目のみの評定

とするなど、項目別評定に係る議論の効率化を図る。ただし、評価の網羅性の確保の観点から項目別評定の

対象となる一連の事業について、個々に評定を行わない場合も個別の精査が必要と考えられる場合には、こ

れを実施する。 
 
○自己評価結果の適切な活用 

・自らの判断により業務実績報告書に自己評価結果を反映させている法人や自己評価報告書を部会等に提出し

ている法人の評価の際には、評価作業の独立性の確保に十分留意しつつ、自己評価結果を適切に活用するこ

ととする。ただし、法人が自己評価に係る外部評価を実施する場合、それに時間を要することにより業務実

績報告書の作成作業が遅れることは避けるべきである。 
 
○国民の目線に立った骨太な評価の実施 

・部会等においては、国民の目線に立って、社会において当該法人が果たすべき役割を果たしているかとの観

点から評価を行う。その際、評価が「木を見て森を見ず」とならないよう、個別事業等の評価にとらわれす

ぎることなく骨太な評価を重視する。 
・社会情勢やこれまでの法人の評価結果等を踏まえ、法人の業務全体について評価を行う中で、重点的な評価

を行うべき項目を絞り込む。例えば、これまでの評価結果が良好であり、かつ経年で評価結果に大きな変動

がないと考えられる項目の評価は簡略化する。 
・評価に先立った評価方針（注）の検討については前年度中に行うなど、なるべく早期に行う。また、委員等

による事前書面審査を推進する。 
 
（注）上述した、重点的な評価を行うべき項目やヒアリングすべき事項の絞り込み、あるいは評価に必要なデー

タの明確化等の方針 
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（別紙７－１） 
 

平成19年度事業・第1期中期目標期間 自己点検評価・外部評価報告書（抜粋） 
 

平 成 2 0 年 7 月 2 日 
独立行政法人日本学術振興会 
外 部 評 価 委 員 会 

 
（略） 

 

第１期中期計画期間を終えて 

振興会は、国の施策の下、学術研究の振興を担う国内唯一の資金配分機関として、独創的・先駆的な研究を発

展させる「科学研究費」、世界トップクラスの若手研究者の養成・確保を図る「特別研究員」、諸外国の先端研

究機関との学術交流を促進するための「学術の国際交流」、さらには、大学・大学院改革として「グローバルＣ

ＯＥプログラム」などの支援策を総合的に推進している。 

これらの事業について、選考・審査体制の見直しを絶えず行い、審査の公正性・透明性の向上を図るとともに、

審査結果の申請者本人への開示や電子申請システムの導入などを実施して、申請者・支援対象者サービスの向上

に努めている。また、支援対象者への資金供給も円滑に実施しており、評価できる。 

加えて、特別研究員の大部分が採用期間終了後に常勤の研究者に就いていることなどにみられるように、それ

ぞれの事業の目的にかなった運営を行っている。その一方で、科学研究費の応募書類の電子化や大学教員等に対

する審査業務などの協力要請を通じて、一般管理費や事業費の削減に努めている。 

このように、多種多様かつ膨大な業務を、少ない常勤職員で効率的、効果的に業務を推進していることは、き

わめて高く評価できる。 

外部評価委員会としては、振興会の事業実績を検証した結果、平成１９年度計画並びに中期計画を十分に達成

したものと評価する。 

なお、「各事業にかかる外部評価」においては、６９に区分した事業の定性的指標による実績に対する評価と 
して、総合的な評価が行われた。 

（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_19a.pdf 参照） 
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（別紙７－２） 

 
平成20年度事業自己点検評価・外部評価報告書（抜粋） 

 
平 成 2 1 年 6 月 2 9 日 
独立行政法人日本学術振興会 
外 部 評 価 委 員 会 

（略） 
 
【まとめ】 
 平成２０年度事業実績を検証した結果、平成２０年度計画を十分達成したものと評価する。振興会は限られた

予算の中で学術研究等の助成を効率的に実施しており、全般的な業務運営に関しても高い評価を与えたい。 
以下に、我が国の学術の振興に向けた一層の努力と期待を込めてコメントを記す。 
知的創造活動としての基礎研究は、知的資産の構築によって国家・社会の発展を目指している我が国の重要政

策の一つである。外から見れば、花や果実、つまりは応用研究の成果に視線が集まりやすいが、「０から１」を

生み出す新しい種を蒔き、根や幹をしっかり育てていかなければ、何も生まれないことは自明である。 
 平成２０年度開始の第二期中期目標期間においても、日本学術振興会の責務が、文部科学省と一体となった、

我が国における学術研究の振興や大学改革等の支援にあることに変わりはない。加えて、今日の世界同時不況と

いう情勢から、振興会が全面的に支援する基礎研究や研究者育成等に対しては、産業活性化への更なる貢献が求

められている。 
こうした中で、振興会は、大学等の学術研究のポテンシャルを飛躍的に向上させる役割も担っている。国の財

政が逼迫している状況下において、科学技術に対しては例外的な予算措置がなされているとの見方もあるが、先

進諸国と比較すると十分な投資がされているとは言い難く、学術研究等に関する予算の増大を継続的に政府に働

きかけることが、研究者や大学等から強く期待されている。それと同時に、限りある予算を一層効果的・効率的

に使うことも強く求められている。 
また、それぞれの事業が研究者や大学等の組織の将来に大きく影響することから、審査等の公正性・透明性の

絶え間ない向上が求められている。 
学術研究の発展性には無限の可能性があり、我が国の持続的な発展を支える基礎研発展に向けたより一層の努

力を期待したい。 
 
なお、各全体シートにおける外部評価においては、評価項目を１２項目に大ぐくり化し、事業の定性的指標に

よる実績に対する評価として、総合的な評価が行われた。 
 

（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_20.pdf 参照） 
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（別紙８－１） 
 

中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について（抜粋） 
 

平 成 2 0 年 8 月 2 8 日 
文部科学省独立法人評価委員会 

 
1）評価結果の総括 
（1）科学研究費補助金の配分業務の大幅増加の中で、電子化等による合理化を図りつつ、審査・配分業務

を適切かつ効率的に実施してきた。特に、総合科学技術会議等の指摘を踏まえ、プログラムディレ

クター、プログラムオフィサーを配置した学術システム研究センターによる公正性・透明性ある審

査を推進するなど、我が国の競争的資金制度改革を先導したことは高く評価される。 
（2）第１期中期目標期間中に国から新たに委託された教育研究等に係る各種事業の審査業務、さらには若

手研究者の養成に資する制度や賞の創設など、法人としての機能を 大限に活用し、効率的・効果

的に事業を実施したことは評価できる。 
以上のとおり、第１期中期目標期間を通して、我が国の学術研究を支えるファンディングエージェンシ

ーとして、中期目標を達成していると評価できる。 
 
2）評価結果を通じて得られた法人の今後の課題 
（1）学術システム研究センターについては、法人における公平性・公正性ある効率的な審査体制の確立に

大きく貢献。他方、我が国、諸外国の学術振興方策や学術研究動向の分析を踏まえた政策提言等の

情報発信の取り組みの充実が課題。 
（2）科学研究費補助金事業については、他の競争的資金に先駆け様々な制度改革を率先し、公正性・透明

性が高くかつ効率的な審査・配分体制を確立。科学研究費補助金の国から日本学術振興会への配分

業務の移管が一部にとどまっている。引き続き制度改革に努めるとともに、研究成果の把握とわか

りやすい情報提供、新たに導入された研究費の不正使用等防止対策の着実な実施、研究費の効率的

使用のための配分機関としての取組強化が課題。 
（3）研究者支援事業については、事業の効果をより適切に検証するため、支援終了後の研究者の進路状況

等に関する調査の充実が課題。 
（4）学術国際交流事業については、共同研究等の事後評価にとどまらず、交流支援の成果、波及効果等に

ついての調査の充実とともに、支援メニュー・方向性を明確化することが課題。 
（5）法人としての広報活動については、年々充実が図られているが、今後は研究者向けだけでなく、一般

国民にとって魅力的かつわかりやすい広報が求められる。 
 
3）評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性 
（1）諸外国の学術振興方策や学術研究動向の調査・研究、情報発信機能を充実させるべく、学術システム

研究センターの体制・機能の強化に取り組むべきである。 
（2）科学研究費補助金事業は、我が国の学術研究の水準維持のために必要不可欠であり、国としても今後

一層の拡充に努めるとともに、執行事務の日本学術振興会への移管を引き続き進めるべきである。

また、事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりやすい情報発信

による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止対策の着実な実施や研

究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきである。 
（3）若手研究者支援の観点から、特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者への支援の効果

の適切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。 
（4）学術国際交流事業については、成果の把握・公開や事業の効果の検証を充実させることが必要。あわ

せて、内外の学術研究機関における国際化動向等を踏まえ、日本学術振興会としての効果的な国際

交流支援や海外研究連絡センター等のあり方を盛り込んだ「戦略」を検討することも一案と考える。 
（5）広報活動については、法人の活動状況や調査・研究の成果について、研究者さらには国民への理解増

進の観点から、一層の努力が必要である。 
（http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/d_kekka/main10_a11.htm#nendo 参照） 
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（別紙８－２） 
 

独立行政法人日本学術振興会の平成19年度に係る業務の実績に関する 
評価の結果について（抜粋） 

 
平 成 2 ０ 年 8 月 ２ ８ 日 
文部科学省独立法人評価委員会 

（全体評価） 
① 評価結果の総括 
（イ）第1期中期目標期間の 終年度にあたり、各事業とも中期計画・年度計画が着実に実施されており、我が

国の学術振興を担う唯一のファンディングエージェンシーとしての役割を十分に果たしていると言える。 
（ロ）特に、各種公募事業の電子化や外部委託による業務の効率化を図りつつ、学術システム研究センターの機

能を活用するなどにより、研究者のニーズを踏まえた業務運営を実施し、また若手研究者の国際研鑽機会

の充実を図るべく若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムを新たに開始したことは評

価できる。 
以上のことから、平成19年度については、中期計画の各項目を達成していると判断する。 

 
② 評価結果を通じて得られた法人の今後の課題 
（イ）科学研究費補助金事業については、国から日本学術振興会への配分業務の移管が一部にとどまっている。

研究費の不正使用だけでなく、新たに導入された不正行為防止対策の着実な実施とともに、審査段階での申

請額や内容の妥当性の確認等、研究費の効率的使用のための配分機関としての取組強化が今後の課題。 
（ロ）研究者支援事業については、事業の効果をより適切に検証するため、支援終了後の研究者の進路状況等に

関する調査の充実が課題。 
（ハ）学術国際交流事業については、共同研究等の事後評価にとどまらず、交流支援の成果、波及効果等につい

ての調査の充実が課題。 
（ニ）広報活動については、ホームページ等を通じて研究者に対しては迅速な情報提供を実施することができた

が、一般国民に対するわかりやすい情報提供が課題。 
 
③ 評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性 
（イ）科学研究費補助金の配分業務の日本学術振興会への移管を引き続き進めるべきである。また、事業運営に

おいては、研究成果の把握とわかりやすい情報発信を行うとともに、引き続き研究費の不正使用等防止対策

の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきである。 
（ロ）若手研究者支援の充実のため特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者への支援の効果の適

切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。 
（ハ）学術国際交流事業については、成果の把握・公開や事業の効果の検証を充実させるべきである。 
（ニ）ホームページ等の充実を図り、法人の事業内容や研究成果について、研究者だけでなく一般国民にも分か

りやすいような魅力ある広報活動を行う必要がある。 
 

（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/31/020.pdf参照） 
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（別紙８－３） 
 

独立行政法人日本学術振興会の平成２０年度に係る業務の実績に関する 
評価の結果について（抜粋） 

 
平 成 2 １ 年 8 月 ３ １ 日 
文部科学省独立法人評価委員会 

（全体評価） 
① 評価結果の総括 
（イ）第２期中期目標期間の初年度として、各事業とも着実に実施されており、学術の振興に大きく寄与してい

る。 
（ロ）我が国における学術振興のための中核機関として、第一線で活躍している研究者で構成される学術システ

ム研究センターの機能を活用し、科学研究費補助金や特別研究員、学術の国際交流などの諸事業に研究者の

意見を反映させることができる体制を整備している。これにより、学術の特性に配慮した業務運営を実施し

ており、法人としての使命を十分に果たしている。 
（ハ）特に、科学研究費補助金事業において、応募手続きの完全電子化や、新規採択課題の採否に関する通知の

発出をこれまで以上に早期化したことなどは、ファンディングエージェンシーとしての機能を十分に発揮し

ているだけでなく、他の競争的資金の模範となるべき取組みであり高く評価できる。 
 

② 評価結果を通じて得られた法人の今後の課題 
（イ）科学研究費補助金については、審査委員の負担軽減、業務効率化の観点から、審査業務の電子化を一層推

進することが課題。（項目別－p.４参照） 
（ロ）研究者支援事業については、今後も効果的な事業の実施に努めるべきであるが、研究者の育成に関しては、

各種の事業を通じて支援した若手研究者の追跡調査を行うなど、事業の成果を検証することが課題。（項目

別－p.7参照） 
（ハ）学術国際交流事業については、海外の学術振興機関との連携を図るなど、事業改善に向けての検討が行わ

れているが、事業実施による成果及び効果等について検証することが課題。（項目別－p.10参照） 
（ニ）新たにメールマガジンを配信したことや、ホームページの充実を図るなど、振興会の事業内容の周知に努

めたことは評価できるが、引き続き、研究者や国民から広く理解が得られるよう、広報活動を一層推進する

ことが課題。（項目別－p.13参照） 
 
③ 評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性 
（イ）電子システムを整備することにより、審査業務のペーパーレス化や交付申請手続きの電子化を進めるなど、

業務のより一層の効率化に取り組むべき。 また、日本人のノーベル賞受賞を契機に基礎研究の重要性が再

認識され、それに対する期待と関心が高まっており、科学研究費補助金のより一層の拡充が望まれる。（項

目別－p.４参照） 
（ロ）研究者支援の充実のため、特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、若手研究者への支援の効果を

調査・検証し、その結果をホームページ等で公表するべき。 （項目別－p.7参照） 
（ハ）学術国際交流事業については、海外の学術動向の把握など海外連絡研究センター等の機能を活用しつつ、

事業全般についての成果の把握や効果の検証に努めるべき。 （項目別－p.10参照） 
（ニ）振興会が有する様々な媒体を活用し、魅力ある広報活動を行うとともに、メールマガジンの英文化の取組

を進めるべき。また、科学研究費補助金の研究成果をわかりやすく説明するなど、事業の成果等を広く 国

民に伝えるための更なる努力が必要である。（項目別－p.13参照） 
 

④ 特記事項 
（イ）給与水準については、職員給与の昇級号俸数の見直し、管理職員手当などの諸手当の見直しを行うなど、

引き下げに向けての適切な取り組みがなされている。 
（ロ）随意契約については、一般競争入札の範囲を拡大するなど、着実に随意契約件数を減少させてきており、

計画に基づいた見直しが図られている。 
（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/09/04/1283841_20.pdf 参照） 
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（別紙９） 
 

「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」 
における指摘事項を踏まえた見直し案 

 
平成18年12月15日 
文 部 科 学 省 

 
「勧告の方向性」を踏まえ、次期中期目標においては、以下の事項を掲げることにより、事務及び事業の改

善を図る。なお、この見直しの考え方に従い、平成20年3月までの間に、研究者の自由な発想に基づく多様な

分野の学術研究を支援することを使命とする、我が国の学術振興を担う唯一の機関として、①学術研究の助成、

②若手研究者の養成、③学術に関する国際交流の促進のための事業を核とし、真に担うべき諸事業に特化・重

点化するとの考え方に立って、具体的な検討を行い、次期中期目標・中期計画を策定する段階で具体的なもの

にすることとする。 
 
第１ 事務及び事業の見直し 

１ 学術研究の助成（科学研究費補助金）に係る業務の見直し 
科学研究費補助金については、競争的資金全体のマネジメントの一環として、不合理な重複及び過度

の集中の排除並びに不正使用及び不正受給の防止対策を強化することとする。このため、以下の見直し

を行う。 
①「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」（平成18年8月31日総合科

学技術会議）等に沿って、科学研究費補助金の応募段階から重複応募等をシステム的にチェックする

とともに、実際の審査の場において、研究計画調書に記載された他の研究費助成制度への応募・採択

状況を確認することとする。なお、平成19年度に使用開始予定の「府省共通研究開発管理システム」

を活用する。 
②また、競争的資金の中で も早い時点（4月）に採否が決定される科学研究費補助金の審査結果を、他

の競争的資金の配分機関に対し迅速に提供することとする。 
③さらに、交付した科学研究費補助金が交付対象研究者の所属する大学等において適正に管理されるよ

う、科学研究費補助金の応募時に、検収体制の整備やその状況の報告を義務づけるなど、当該大学等

における機関管理や監査を徹底させるとともに、日本学術振興会における監査を充実することとする。 
 
２ 特別研究員事業等の重点化等 

特別研究員事業等については、事業の重点化等の観点から、以下の措置を講ずることとする。 
①特別研究員事業の対象を大学院博士課程在籍者に重点化する（平成19年度）。 
②特別研究員（21世紀COEプログラム）について、各拠点の時限の到来に伴い順次廃止し、より重点化

された拠点への支援に縮小する（平成19年度）。 
③特別研究員に対する研究奨励金については､独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を

組織的に防止する仕組みを構築する（平成19年度）。 
 
３ 学術に関する国際交流の促進のための事業の重点化 

学術に関する国際交流事業を促進する事業については、事業の重点化の観点から、以下の措置を講ず

ることとする。 
①日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事業に重点をおくこととし､外国人特別研究員事

業の規模を縮小する（平成19年度）。 
②外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費の全額を負担し

ているが､平成19年度から23年度までの間にこれを段階的に廃止し、公募により相手国に対等な負担を

求める方式による事業へと転換する。 
 
４ 人文・社会科学振興プロジェクト研究事業の段階的廃止 

人文・社会科学振興プロジェクト研究事業については、所期の目的が達成されたため、平成19年度か
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ら20年度までの間に段階的に廃止することとする。 
 

第２ 他の法人との更なる連携の強化等 
日本学術振興会の事務及び事業と独立行政法人科学技術振興機構の事務及び事業については、文部科学

省の政策目標である「科学技術の戦略的重点化」、「優れた成果を創出する研究開発環境を構築するシス

テム改革」、「科学技術と社会の新しい関係の構築を目指したシステム改革」等の達成に効果的かつ効率

的に貢献する観点から、第３期科学技術基本計画において「研究者の自由な発想に基づく研究」と「政策

に基づき将来の応用を目指す基礎研究」をそれぞれの意義を踏まえて推進することとされているとおり、

言わば科学技術・学術政策上の「車の両輪」として異なった側面から日本の科学技術振興を担っていると

いうことを十分に認識した上で、今後も、両法人が、それぞれの設立趣旨・目的に沿った活動を行い、事

業が重複することのないよう配慮しつつ、更に連携を強化していくこととする。 
また、両法人の海外事務所については、それぞれの機能に着目しつつ、効率的な運営の観点から、ワシ

ントン事務所について、共同設置・運用とすることとする。 
 

第３ その他の業務全般に関する見直し 
上記第1及び第2に加え、業務全般について以下の取組を行うものとする。 

 
１ 中期目標等における業務の重点化や効率化に向けた取組の明確化等 

適切な評価や国民の理解に資する観点から、次期中期目標等において、国の政策目標における日本学

術振興会の任務の位置付け、国・民間等との役割分担など、日本学術振興会が担う任務・役割を明確に

することとし、その任務・役割との関係を踏まえた業務の重点化や効率化の方針を具体的に明記するこ

ととする。 
その際、目標達成度の厳格かつ客観的な評価に資するよう、達成すべき内容や水準等を可能な限り具

体的かつ定量的に示すこととする。 
また、事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事業選択や業務運営の効

率化に反映させること等により見直しの実効性を確保するとともに、日本学術振興会の財務内容等の一

層の透明性を確保する観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図ることとする。 
２ 効率化目標の設定及び総人件費改革 

一般管理費及び事業費に係る効率化目標について、現行の中期目標と同程度以上の水準の目標を具体

的に示すこととし、業務の質の向上についても客観的かつ具体的な目標を示すことにより、一層質が高

く効率的な業務運営を目指すこととする。その際、総人件費については、簡素で効率的な政府を実現す

るための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47号）等に基づき、５年間で５％以上を基本と

する削減を着実に実施することとし、役職員の給与に関し国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直し

を促進する。 
 
３ 随意契約の見直し 

業務の実施に当たり委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「公共調達の適正化について」

（平成18年8月25日付け財計第2017号。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、契約の在り

方の見直しなど不断の見直しを行い、一般競争入札の導入・範囲拡大や契約の見直し等を通じた業務運

営の一層の効率化を図ることとする。 
 
４ 資産の有効活用等に係る見直し 

日本学術振興会が会議所、研修施設、分室等の施設を保有する場合には、自己収入の増加を図る等の

観点から、売却や一般利用への開放、関連する諸権利の有効活用等により、土地・建物等を効率的に活

用することとする。 
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（別紙１０） 
 

独立行政法人整理合理化計画（抜粋） 
 

平成19年12月24日 
閣 議 決 定 

 
（略） 

Ⅲ．独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置 
１．独立行政法人の効率化に関する措置 

(1) 随意契約の見直し 
① 独立行政法人の契約は、原則として一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性の

ない随意契約は含まない。以下同じ。）によることとし、各独立行政法人は、随意契約によることが

できる限度額等の基準について、国と同額の基準に設定するよう本年度中に措置する。 
② 各法人が策定する随意契約見直し計画において、独立行政法人全体で、平成18年度に締結した競争性

のない随意契約１兆円のうち、約７割（0.7兆円）を一般競争入札等に移行することとしており、こ

れらを着実に実施することにより、競争性のない随意契約の比率を国並みに引き下げる。 
③ 各独立行政法人は、契約が一般競争入札等による場合であっても、特に企画競争、公募を行う場合に

は、真に競争性、透明性が確保される方法により実施する。 
④ 随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施について、監事及び会計監査人によ

る監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳正にチェックする。 
⑤ 各独立行政法人は、随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フォローアッ

プを実施する。 
⑥ 総務省は、独立行政法人における随意契約見直しの取組状況を取りまとめ、公表する。 

 
(2) 保有資産の見直し 

① 各独立行政法人は、基本方針及び専門調査会の議論等を踏まえ、保有する合理的理由が認められない

土地・建物等の実物資産の売却、国庫返納等を着実に推進し、適切な形で財政貢献を行う。このため、

所要の条件整備を行う。 
② 各独立行政法人は、上記の売却等対象資産以外の実物資産についても、引き続き、資産の利用度等の

ほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観

点に沿って、その保有の必要性について不断に見直しを実施する。その際、継続する事務・事業に当

該資産が必要と判断される場合であっても、証券化等による資産圧縮について検討する。 
③ 各独立行政法人は、不要となった金融資産の売却やそれに伴う積立金の国庫返納を行うとともに、既

存貸付金の売却・証券化の検討・促進や不良化している貸付けの早期処分等により金融債権について

圧縮の方向で見直しを行う。また、金融資産の運用については、運用の効率性の向上に向けて、運用

体制の確立と運用方針の明確化を図る。 
④ 保有資産の見直しの状況については、監事による監査、評価委員会による事後評価において、それぞ

れ適切にチェックする。 
 

(3) 官民競争入札等の積極的な適用 
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づく官民競争入札

等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の提供する財・サービスの質の維持・向上と経費削減を図る。 
 

(4) 給与水準の適正化等 
① 独立行政法人の役員の報酬及び職員の給与等について、独立行政法人が公的主体と位置付けられるこ

とや財政支出を受けていることも踏まえ、以下の点について対応する。 
ア 各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規定に沿って着実に削減に取り組む

こと。 
イ 主務大臣は、国家公務員と比べて給与水準の高い法人に対して、その水準が高い理由及び講ずる
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措置について公表し、国民に対して納得が得られる説明を行うとともに、社会的に理解が得られ

る水準とするよう要請すること。 
ウ 主務大臣は、国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人に対して、給与水準が適切

なものかどうかを検証の上、十分な説明責任を果たすものとし、国民の理解が得られないものに

ついては、水準そのものの見直し等適切に対応するよう要請すること。 
エ 主務大臣は、各独立行政法人に対して、独立行政法人の長の報酬を各府省事務次官の給与の範囲

内とするよう要請すること。 
オ 各独立行政法人の長を除く理事及び監事等の報酬について、個人情報保護にも留意しつつ、法人

の長と同様に、個別の額を公表すること。 
② 各独立行政法人は、能力・実績主義の活用により、役員の報酬及び職員の給与等にその業績及び勤務

成績等を一層反映させる。特に、役員については、当該役員の各期の業績が適切に報酬額に反映され

ることが必要である。 
③ 給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事による監査、

評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。 
 
２．独立行政法人の自律化に関する措置 

(1) 内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備 
（中略） 
① 業務遂行体制の在り方 

ア 各独立行政法人は、役職員に対して、目標管理の導入等により適切な人事評価を行うとともに、

その業績及び勤務成績等を給与・退職金等に一層反映させることにより業務遂行へのインセンティ

ブを向上させる。また、主務大臣は各独立行政法人の長について、また、各独立行政法人の長は当

該法人の役員について、職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、

当該役員に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるときは解任事由となり得ることを

再確認する。 
イ 各独立行政法人は、民間企業における内部統制制度の導入を踏まえ、独立行政法人における役職

員の職務執行の在り方をはじめとする内部統制について、会計監査人等の指導を得つつ、向上を図

るものとし、講じた措置について積極的に公表する。 
ウ 独立行政法人における監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的知見も

活用し、検討を行う。 
エ 特定独立行政法人以外の独立行政法人は、特定独立行政法人に準じ、その職員の勤務時間その他

の勤務条件を公表するよう努める。 
オ 各独立行政法人は、その業務・マネジメントに関し国民の意見募集を行い、業務運営に適切に反

映させる。 
カ 独立行政法人の長の任命について、内閣の一元的関与を強化するとともに、監事及び評価委員会

の委員の任命についても内閣の一元的関与を図ることを速やかに実施する。 
② 関連法人等との人・資金の流れの在り方 

ア 国から独立行政法人への再就職については、従来の総量規制（長の1/2、役員の1/2）は達成された

ところであるが、引き続き、その在り方を検証する。 
イ また、独立行政法人から関連法人等への再就職についても、いわゆる官製談合問題などの問題が

露呈したことから、その在り方を検証する。 
ウ 独立行政法人の長等の役員については、公募制の積極的活用等により、適材適所の人材登用を徹

底する。 
エ 各独立行政法人は、独立行政法人と関連法人との間における人と資金の流れについて、透明性を

確保するため、独立行政法人から関連法人への再就職の状況及び独立行政法人と関連法人との間

の補助･取引等の状況について、一体としての情報開示を実施する。総務省は、各法人の情報公開

状況を総覧可能な状況に置くものとする。 
オ 各独立行政法人は、関連法人への再就職に関連して不適正な契約の発生等がある場合には、その

責任において、人と資金の流れについて適正化を図る。 
カ 随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、情報開示の状況について、監事及び会計監査人に
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よる監査で厳格にチェックするとともに、評価委員会において事後評価を行う。 
③ 管理会計の活用及び情報開示の在り方 

ア 各独立行政法人は、管理会計の活用により、事務・事業別、部門別といった単位における費用を

明確にしつつ、費用対効果の分析を適切に行うこと等により、経営の効率化を図る。 
イ 各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底する。 
ウ 総務省は、事業報告書について、主要な損益の発生要因等を明らかにするなど、独立行政法人の

運営状況等について国民に分かりやすい形での情報開示を行うため、標準的な様式を定める。 
④ 監事監査等の在り方 

ア 主務大臣は、監事の機能を強化するため、在任期間の延長を検討するほか、責任の明確化の観点

から、決算関連業務を考慮した任命を行う。また、規模の小さい法人の負担等を考慮する必要は

あるものの、常勤監事を置くよう努める。その際、マネジメントの肥大化を招くことのないよう、

配慮すべきである。 
イ 監事の独立性、専門性強化の観点から、その任命について内閣の一元的関与を図る。 
ウ 各独立行政法人の監事は、随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、給与水準の状況、内部

統制の状況及び情報開示の状況について、監査で厳格にチェックする。また、このために必要な

監査体制を適切に整備する。 
エ 各独立行政法人の監事は、相互間の情報交換・連携を強化する。 
オ 評価委員会は、監事による監査の状況を踏まえ、連携して評価に当たる。 
カ 監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的知見も活用し、検討を行う。 

⑤ 外部監査の在り方 
ア 会計監査人は、随意契約の適正化を含めた入札・契約状況及び内部統制の状況について、独立行

政法人の財務諸表等について行う監査の中で厳格にチェックする。 
イ 主務大臣は、会計監査人の独立性の確保のため、選任の透明性を確保するとともに、その責任を

明確化する。 
⑥ 事後評価の在り方 

ア 主務大臣は、中期目標について、その達成度を厳格かつ客観的に評価するため、法人の業務の全

般にわたり可能な限り網羅的かつ定量的な指標を設定するなど、法人が達成すべき内容や水準を

明確化及び具体化する。また、中期目標の達成状況等に応じて、当期又は次期の中期目標の内容

や期間について必要に応じ柔軟に検討する。 
イ 評価委員会は、関連法人を有する独立行政法人について、連結財務諸表、個別財務諸表等の情報

を関連法人に関するものを含めて的確に把握した上で評価を実施する。 
ウ 評価委員会の評価については、評定区分を統一する。その上で、評価基準の統一を検討する。 
エ 評価委員会は、独立行政法人の評価の際、業務・マネジメント等に係る国民の意見募集を行い、

その評価に適切に反映させる。 
オ 各独立行政法人は、評価結果を役職員の給与・退職金等の水準、そのマネジメント体制等に反映

させる。 
カ 現行の各府省ごとの評価体制について、内閣全体として一元的な評価機関により評価する仕組み

に改めるとともに、各独立行政法人の長及び監事の人事について、評価機関が評価結果を反映さ

せて関与する仕組みとする方向で早急に検討を進め、平成20 年のできるだけ早期に結論を得る。 
⑦ 情報開示の在り方 

ア 独立行政法人に関する情報開示については、国民の理解が得られるよう、分かりやすく説明する

意識を徹底する。 
イ 国民の情報へのアクセスの円滑化のため、例えば、財務諸表上のデータについて一覧性ある形で

情報開示するほか、独立行政法人のウェブサイトにおける情報へのアクセスを容易化する。 
ウ 独立行政法人の業務及びマネジメントに係るベストプラクティスを公表する。 

 
(2) 国から独立行政法人への財政支出 

国から独立行政法人への財政支出は、3.5兆円（平成19 年度当初予算ベース）であるが、事務・事業の

見直し、随意契約の見直し等による費用削減を図ることはもとより、寄附金募集の拡大に向けた取組の強

化など、自己収入の増大に向けた取組を推進することを通じて、中期的には国への財政依存度を下げるこ

29 

255



 

とを目指す。 
 

Ⅳ．その他 
１．今後の課題 
Ⅱ及びⅢで継続検討とされた課題については、原則として１年以内に結論を得るよう努める。 

 
２．整理合理化計画の実施 

(1) Ⅱ及びⅢで取り組むこととされた事項について、原則として平成22年度末までに措置する。 
(2) 各独立行政法人の取組状況について、評価委員会等関連会議におけるそれぞれの活動の中でフォローア

ップを実施する。 
また、全体の取組状況について、関係府省の協力を得て有識者会議によるフォローアップを実施する。 

 
３．雇用問題への対処 

独立行政法人の廃止（大幅な職員数の削減を伴う事務・事業の廃止を含む。）等に伴う職員の雇用問題に

ついて、以下のとおり対処する。 
(1) 廃止等を行う独立行政法人における労使協議及び独立行政法人にまたがる労使の団体間における個々の

法人の労使の独立性・自立性を尊重した協議を進めること。 
(2) 他の独立行政法人（特に同一の主務大臣の所管に係る法人）及び政府関係機関等における受入れ措置等

により、横断的な雇用確保に努力すること。 
(3) 廃止等を行う独立行政法人の職員の受入れに協力する独立行政法人等について、行政改革推進法に規定

する人件費一律削減措置の適用関係を整理すること。 
 
４．その他 

以上のほか、独立行政法人の整理合理化に関し、会計検査院の決算検査報告、研究開発を担う独立行政法

人に係る総合科学技術会議の方針等において指摘等された事項について、引き続き、所要の施策の検討を進

める。 
 

（別表）各独立行政法人について講ずべき措置（独立行政法人日本学術振興会） 
【学術研究の助成（科学研究費補助金）等助成事業】 
○助成を行った研究課題について、大型の課題に対する追跡調査等成果把握の仕組み、成果公開・普及の

仕組みを平成19年度末までに構築する。 
○競争的資金の不合理な重複、過度の集中、不正使用及び不正受給を防止するため、具体の取組や組織体

制の整備を含めた仕組みを平成19年度末までに構築するものとする。また、平成20年１月から稼働する

予定の府省共通研究開発管理システムを活用する。 
○審査・配分に係る業務の人員・体制について、競争的資金の制度・目的に応じた効率化の取組を引き続

き進める。 
○審査・評価業務の効率化を図り、応募者及び審査者双方の利便性の向上を図るため、応募手続及び審査

業務を完全電子化する。 
○平成20年度応募分から、「研究機関の公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体

制整備等の状況報告書」の提出を応募要件とする。 
 
【研究者養成のための資金の支給】 
○特別研究員（21世紀COEプログラム）については、順次廃止し、より重点化された拠点への支援に重点

化する。 
○特別研究員事業の対象を大学院博士課程在学者（DC）の支援に重点化する。また、大学等の研究に関

する人材養成を促進するため、海外特別研究員事業と海外での研さん機会を付与する事業を一体的に実

施し、その効果が 大限発揮できるよう事業を重点化する。 
 
【学術の国際交流事業の促進事業】 
○日本人の若手研究者に海外での研さん機会を付与する事業に重点を置くため、外国人特別研究員事業の
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規模を縮小し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。 
○外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費を全額負担してい

るが、国の財政依存度を引き下げるため、平成23年度までの間に段階的に廃止し、公募により相手方に

対等な負担を求める方式による事業へと転換する。また、効率的かつ効果的な業務運営の観点から、事

業開始から長期間経過した事業や応募件数の少ない小規模事業については、費用対効果の検証を行うな

ど不断の見直しを行う。 
 

【支部・事業所等の見直し】 
○海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、効率的な業務運営の観点から、独立行政法人

評価委員会による評価等を踏まえながら、活動状況の検証に努め、廃止等見直しを検討する。 
 
【業務運営体制の整備】 
○複数の評定者による客観的な勤務評定による職員の処遇への反映について、平成20年度より本格的に実

施する。 
○「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において削減対象とされた人件費については、

平成22年度までに平成17年度予算の人件費と比較し、５％以上削減する。また、業務の効率化の観点か

ら、業務委託を積極的に推進する。 
 
【随意契約の見直し】 
○平成20年１月１日より、国の随意契約の基準を全面的に実施する。 
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（別紙１１） 
 

独立行政法人の抜本的な見直しについて 
 

平成21年12月25日 
閣 議 決 定 

 
すべての独立行政法人について、以下の基本的姿勢及び見直しの視点により、抜本的な見直しを行う。 

 
１．基本的姿勢 

(1)  従来の独立行政法人の改革は抜本的な見直しとして徹底されたものとは言い難く、国民の不信感は払

拭されていない。 
(2)  このため、すべての独立行政法人のすべての事務・事業について、国 民的視点で、実態を十分に把握

しつつ、聖域なく厳格な見直しを行う。 
(3)  見直しの結果、独立行政法人の廃止、民営化、移管等を行うべきものについては、必要な措置を講じ

る。見直しの過程において、主務大臣が説明責任を果たすとともに、事務・事業の廃止等によってどの

ような問題が生じるかを具体的かつ明確に説明できない場合には、当該事務・事業の廃止等の措置を講

じる。 
また、独立行政法人制度自体を根本的に見直すことを含め、制度の在り方を刷新する。 
なお、独立行政法人の抜本的な見直しに当たって、独立行政法人の雇用問題に配慮する。 

(4)  今後、下記２．に掲げる視点により、独立行政法人について、平成21年11月に行政刷新会議が実施

した事業仕分け（以下「事業仕分け」という。）を通じて明らかになった組織、制度等に係る課題を踏

まえつつ、結論を得たものから順次速やかに必要な措置を講ずる。その際、国の財政支出の見直し等を

徹底する。 
 

２．見直しの視点 
すべての独立行政法人について、以下の視点で抜本的な見直しを行う。 
なお、独立行政法人は、公共的見地から確実に実施する必要がある事務・事業を担うものであるため、国

の事業に対して実施した事業仕分けの結果、廃止、民営化等とされる政策に基づく事務・事業については、

原則として、国と同様に廃止、民営化等の措置を講じる。 
 
(1) 事務・事業の抜本的な見直し 
事業仕分けの成果を踏まえつつ、すべての独立行政法人のすべての事務・事業について、必要性、有効性

及び効率性の観点から、次の視点に立って抜本的に見直しを行う。 
① 国民生活にとって真に不可欠なものであるか。 
② 事業性を有するもの、民間の参入を阻害しているもの、国が一定の関与を行うことで民間が実施可能な

ものは民間において実施できないか。 
③ 公的主体が実施すべきものであっても、事務・事業の効果が一部の 地域にとどまるもの、地域に分散さ

せることが可能なもの又は地方で類似の事務・事業を実施しているものなどについては、地方公共団体で

実施できないか。 
④ 一の主体により一体的に実施すること、類似の事務・事業を実施している他の主体により実施すること

により効率的・効果的に国民へのサービスが提供できるものについては、他の主体で実施できないか。 
⑤ 国自らが直接実施することが真に必要なものについては、徹底した 効率化を図った上で、国の行政機関

に事務・事業を移管できないか。 
 
(2) 独立行政法人の廃止・民営化等 
事務・事業の徹底した見直しの結果を踏まえ、独立行政法人の在り方を検討し、廃止、民営化、移管等を

行うべきものについては、必要な措置を講じる。 
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(3) 組織体制及び運営の効率化の検証 
上記の見直しと併行して、事務・事業を実施するにふさわしい組織体制及び効率的な運営について、ガバ

ナンスの強化、効率的・効果的な事業実施の実現及び透明性の確保の視点から検証し、必要な措置を講じる。 
① 独立行政法人制度の基本理念と国の関与の実態を踏まえ、内部ガバナンス、国の関与の在り方をどう構

築すべきか。また、厳格なコンプライアンスをどう確立すべきか。 
② 主体的・効率的な運営及び国民へのサービス向上を図るための体制 の在り方は適切か。 
③ 市場動向を含む社会経済情勢の変化に即応し、業務運営の変革やバランスシート及びキャッシュフロー

の 適なマネジメントを進めるなど、機動的・効率的なマネジメントが確立されているか。 
④ 役員の任命及び法人の長の意思決定は適切に行われているか。 
⑤ 主体的・効率的な運営のための目標・計画の設定、業務の実施、第三者による事後の評価及び評価を踏

まえた見直しというサイクルは有効に機能しているか。 
⑥ 事務・事業の実施方法、規模等は適切か。 
⑦ 関連法人等との間の資金や人の流れの透明性は確保されているか。 
⑧ 随意契約は、真に合理的な理由があるものに限定されているか。また、競争入札についても、実質的な

競争が確保されているか。 
⑨ 保有資産（実物資産、金融資産）等の経営資源が事務・事業の目的及び内容に照らして過大なものとは

なっていないか。徹底的に縮減し、国庫返納等を行うべきではないか。 
⑩ 自己収入の確保、既存財源の活用、民間の適正な負担の在り方の見直し等を行い、国の財政支出の見直

しが徹底されているか。 
⑪ 独立行政法人の業務運営全般について情報公開が徹底されているか。また、国民の理解を深めるための

情報提供が徹底されているか。 
 
３．関連事項 

(1) 「独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）」に定められた事項（既に措置して

いる事項を除く。以下同じ。）については、当面凍結し、独立行政法人の抜本的な見直しの一環として

再検討する。ただし、随意契約の見直し及び保有資産の見直しに係る事項については、再検討の間にお

いても引き続き取組を進める。 
なお、別途各府省の判断により、独立行政法人整理合理化計画に定められた事項について取組を進め

ることを妨げない。 
(2) 「国の行政機関の定員の純減について（平成18年６月30日閣議決定）」については、純減目標数から

平成22年度に予定されている新たな国の業務の独立行政法人化に係る純減数（森林管理関係における人

工林の整備、木材販売等の業務を非公務員型独立行政法人に移行することに係る純減数（2,041人）及び

気象庁関係における気象研究所を非公務員型独立行政法人とすることによる純減数（174人））を除く

こととし、他の重点事項については着実に実施する。 
(3) 中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しについては、「中期目標期間終了

時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しについて（平成15年8月1日閣議決定）」にかかわ

らず、行政改革推進本部の議を経ることを要しない。 
 
（http://www.cao.go.jp/sasshin/091225_doppou.pdf#search='独立行政法人の抜本的な見直しについて' 

参照） 

259



260



平成２１年１１月２５日改正 

平成２２年３月３０日改正 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人日本学術振興会が 
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独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二十九条の規定により、独立行政法人

日本学術振興会が達成すべき業務運営の目標（以下「中期目標」という。）を定める。 

 

第一 独立行政法人日本学術振興会の果たすべき役割 

 学術研究は、大学等の研究者を担い手として行われる、真理の探究や新しい知識の体系

化などの普遍的な知的創造活動であり、人類共通の優れた知的資産の創出を通じて世界に

知的貢献をしていくことが重要である。研究者の自由な発想と研究意欲を源泉として新た

な知を生み出す学術研究の役割は極めて大きく、その多様かつ幅広い振興が不可欠であり、

学術研究を通じて、世界共通の課題に協働して取組み、世界の発展に貢献していくことも

必要である。 

  独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）は、学術の振興を目的とする

我が国唯一の独立した資金配分機関（ファンディングエージェンシー）として、科学技術

基本計画など国の学術振興策を踏まえつつ、研究者の活動を安定的・継続的に支援するた

め、学術研究への助成、研究者の養成、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関す

る研究とともに、国内外の学術研究動向や諸外国の学術振興方策に関する調査・研究など

を総合的に行う。その結果、我が国の学術研究が振興し、学術研究水準の維持・向上が図

られ、国際競争力のある世界から尊敬される知的存在感のある国として、持続的に発展し

ていくことが可能となる。 

  このような役割を果たすため、振興会の中期目標は、以下のとおりとする。 

 

第二 中期目標の期間 

振興会が実施する学術振興事業は、研究助成や研究者養成など長期的な視点に立って推進

すべきものが多いことから、中期目標の期間は、平成２０年４月から平成２５年３月までの

５年間とする。 

 

第三 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 総合的事項 

（１）学術研究及びその振興を目的とする振興会事業の特性に配慮し、以下の諸点に留意し

つつ事業を推進し、研究者が最適な環境の中で研究に専念できるよう支援することを基

本とする。 

① 学術研究の成果は、人類社会共通の知的資産として文化的価値を形成するものであ

り、人文・社会科学から自然科学まで、学問領域を限定せず、分野の性格に応じた適

切な支援方法により、幅広くバランスをとって振興する必要がある。そのため、学術

研究を実際に行う研究者の意見を取り入れ、研究者コミュニティの信頼を得つつ、事

業を推進することが不可欠である。      

    特に、実用化を直接的に目指さない基礎的な研究への支援や、将来の学術研究を担

う優秀な研究者の養成について十分配慮する必要がある。 

② 学術研究の発展性については無限の可能性があることから、中長期的視点を加えた

継続的かつ着実な支援に努めるとともに、このような視点に立った評価を行うことが
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必要である。 

③ 事業の実施に当たっては、関連する事業を実施している機関との適切な連携・協力

関係を構築する。その際、大学等において実施される学術研究に密接に関わる事業の

特性に十分配慮する。 

 

（２）業務運営上の重要事項に関する評議員会の審議及び意見も踏まえ、適切に事業を実施

する。 

 

（３）学術研究に対する高い識見を持つ研究者の意見を反映させることにより、業務運営の

改善を図り、効果的に成果が上がるよう事業を展開する。 

 

（４）研究経験を有する第一線級の研究者を配置し、事業の実施に必要な調査・研究機能や

審査・評価業務に係る機能を充実・強化する。 

 

（５）自己点検や外部評価を実施し、その結果を踏まえて業務運営の改善等を図る。 

 

（６）研究者の負担の軽減等、業務運営を適切に実施するために必要な情報システムを整備

する。 

 

（７）助成・支援事業の実施においては、研究費の不合理な重複及び過度の集中の排除並び

に研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策を強化する。 

また、研究者が所属する研究機関が研究費を適切に管理することなどにより、適正な

執行等が図られるようにする。 

 

（８）適切な業務運営を図るため、内部統制を充実させる。 

 

２ 学術研究の助成 

  人文科学、社会科学、自然科学の各学問分野の学術研究に対する幅広い助成を行うこと

により、我が国の大学等の研究基盤の充実及び創造的で優れた学術研究の格段の発展に寄

与する。 

  その際、独創的な基礎的研究から将来の学問及び社会の発展に寄与する可能性を秘める

種が芽吹くのを促し、重厚な知的蓄積が図られるよう助成の在り方について不断の検討を

行う。 

  研究費の配分業務については、国の事業としての一体性を確保しつつ、適正かつ効果的

に、確実に実施する。 

   審査・評価については、それぞれの研究種目に応じて、中長期的観点や国際的な観点も

考慮して適切に行う。研究経験を有する者をプログラム管理者として配置し、その知見を

活用しながら、審査・評価の改善策の検討、審査委員の公正な選考、研究者への情報提供

等を行う。 
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   応募書類の受理から採否決定までの審査は迅速に行い、早期交付に努めることとし、府

省共通研究開発管理システムを活用し、審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し迅速

に提供する。また、評価結果については、国民に分かりやすい形で公表するとともに、学

術研究に関する理解増進活動を行う。 

  

３ 研究者の養成 

自立して研究を行い得る段階に達し、研究能力が高まる時期にある若手研究者に対して、

目的や対象者層等に応じた多様な方法により、研究を奨励するための資金を支給する支援

事業を推進することにより、優秀な学術の研究者を養成する。 

   なお、各種事業の実施に当たっては、研究者の自立性向上を図るとともに、一定の競争

環境を維持しつつ、分野の特性を踏まえ、計画的・継続的に優れた研究者を養成・確保す

ることを重視する。その際、研究者養成の重要な時期である大学院博士課程（後期）へ優

秀な人材が経済的不安なく進学できるようにするための博士課程（後期）学生への支援、

女性研究者が研究と出産・育児を両立するための支援、若手研究者の海外での長期研究の

奨励、研鑽の機会の充実に配慮する。 

  また、各種事業における支援対象者の選考審査に関し、審査の独立性、透明性、公平性

を確保し、目的や対象者層等に応じた優れた研究者を的確に見極め、厳正に選考を行う。 

 

４ 学術に関する国際交流の促進 

海外の学術振興機関等との共同研究、研究者交流、セミナー・シンポジウムの開

催等多様な国際交流の支援、及び優秀な外国人研究者の招へいを通じて、学術研究

活動のグローバルな展開への対応、国内外の優秀な研究者が集まる世界水準の研究

環境の構築による我が国の学術研究の国際競争力の強化、開発途上国の研究者養成

等に貢献する。 

 その際、欧米等学術先進諸国との交流については、とりわけ厳しい国際競争下に

ある先端研究分野における研究交流を支援することにより、若手研究者の育成や、

優秀な研究者ネットワークの形成を図る。 

また、開発途上国との交流については、特に、振興会が長年培ってきた、アジア

地域の学術研究ネットワークを活用し、効果的・効率的にアジア地域における学術

コミュニティの形成を主導するとともに、その他の地域との交流について、学術国

際交流の必要性を踏まえ、促進する。 

さらに、研究環境の国際化に資する外国人研究者の招へいにあたっては、より効

果的・効率的に優秀な人材を受入れるための方策を検討し、実施する。 

加えて、学術研究活動のグローバルな展開に対応するため、大学の国際展開を支

援する。 

 

５ 学術の応用に関する研究の実施 

  様々な学術的・社会的要請に応えるとともに、我が国の学術及び社会の発展や社会的問

題の解決につながるような学術研究を行う。 
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６ 学術の社会的連携・協力の推進 

  大学等の研究者と産業界の研究者等がそれぞれの発意に基づいた相互のインターフェ

イス機能の充実を図るため、情報交換など研究交流を促進する。 

 

７ 国の助成事業に関する審査・評価の実施 

  国の助成事業の審査・評価については、国の定めた制度・方針に従って、審査・評価に

おける公正さ、透明性、信頼性、継続性を確保しつつ、実効性のある評価を実施する。 

 

８ 調査・研究の実施 

  学術の振興を図るための各種事業を中長期的観点に立って効果的に展開するため、研究

経歴を有する職員等により、国内外における学術振興施策の現状や学術研究の動向等の調

査研究を行い、公表する。 

また、その結果については、事業実施や新たな事業の企画・立案に活かす。 

 

９ 広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用 

  振興会の活動状況及び調査・研究の成果を積極的に情報発信することによって、国内外

の研究者、国民との相互理解を図り、社会との効果的な関係を構築するため、広報の体制

を強化する。 

また、調査・研究の成果については、事業の企画立案等に的確に活かすとともに、ホー

ムページへの掲載や出版等により、研究者をはじめ社会に積極的に提供し、広く普及させ

る。 

 

１０ 前各号に附帯する業務 

学術研究を行う研究者に対する各種の支援など、前各号に附帯する業務を適切に実施す

る。 

 

１１ 平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務 

（１）将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究を集中的に推進す

るため、国から交付される補助金により「先端研究助成基金」を設け、総合科学技術

会議が決定した運用に係る方針を踏まえた文部科学大臣が定める基金運用方針（仮称）

に基づき、我が国の先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のために必要な助成を行

う。 

   その際、研究資金の多年度にわたる柔軟な使用を可能とする。 

 

（２）将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる有為な研究者の海外への派遣を

集中的に推進するため、国から交付される補助金により「研究者海外派遣基金」を設

け、我が国の大学等研究機関の国際化を図るとともに、我が国の競争力強化の源とな

る人材の育成を行うために若手研究者を海外に派遣する。 
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（３）学術研究活動のグローバルな展開への対応、国内外の優秀な研究者が集まる世界水

準の研究環境の構築による我が国の学術研究の国際競争力の強化を図るために、海外

の優秀な研究者を招へいする。 

 

（４）上記（１）の先端的な研究を一層加速・強化するために必要な助成を行う。 

 

（５）若手・女性等研究者が活躍しうる研究基盤・研究環境を充実・強化するとともに、 

海外の大学等研究機関との共同研究等を推進し、若手研究者等の海外派遣を促進する。 

 

第四 業務運営の効率化に関する事項 

国の定めた法令等を遵守し、事業に対する研究者及び国民の信頼性を維持しつつ実施し得

る機能的・効率的な体制整備や業務運営の見直しを図り、経費の効率的執行を推進する。 

 法人の行う業務については、既存事業の徹底した見直し等により、効率化を進める。その

際、国の基準を踏まえた随意契約の見直しや業務委託の積極的な取組を行う。 

なお、効率化に際しては、長期的視点に立って推進すべき学術研究を担う振興会の事業の

特性に鑑み事業の継続性に十分留意する。 

 一般管理費（人件費を含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率３％以

上の効率化に努めることとし、その他の事業費（競争的資金等を除く。）については、中期

目標期間中、毎事業年度、対前年度比１％以上の業務の効率化を図る。また、寄付金事業等

についても業務の効率化を図る。  

 人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成18 年法律第 47 号）等を踏まえ、平成18年度以降の５年間で、平成 17年度を基準と

して 5％以上を基本とする削減を引き続き着実に実施する。さらに、経済財政運営と構造改

革に関する基本方針2006（平成 18年 7月 7日閣議決定）に基づき、国家公務員の取組を踏

まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。 

 また、職員の能力と実績を適正かつ厳格に評価し、その結果を処遇に反映させるとともに、

適材適所の人事配置とし、職員の能力の向上を図る。 

 

第五 財務内容の改善に関する事項 

 寄付金等の外部資金や自己収入の確保、予算の効率的な執行に努め、適正な財務管理の実

現を図る。 

 

第六 その他業務運営に関する重要事項 

 施設・設備の整備については、長期的視点に立って推進する。 
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独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十条の規定により、独立行政法人日

本学術振興会（以下、「振興会」という。）が中期目標を達成するための中期計画を次のと

おり定める。 

 

第一 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

 

１ 総合的事項 

（１）学術研究を推進する研究者が最適な環境の中で研究に専念できるよう支援するため、

研究の手法や規模、必要とする資金など研究分野ごとに異なる特性に応じた支援方法、

中長期的視点からの配慮、研究者の意見を取り入れる制度運営等を勘案しつつ、事業

を進める。 

また、各事業の実施に当たっては、関連する事業を実施している機関との適切な連

携・協力関係を構築する。その際、我が国の学術研究の振興を図る観点から、大学等

において実施される学術研究に密接に関わる事業の特性に配慮しつつ、事業を行う。 

 

（２）業務運営に関する重要事項を諮問するための評議員会については、各界・各層から

の学識経験者で構成し、定期的に開催する。事業実施に当たっては、評議員会での幅

広く高い識見に基づく審議及び意見を参考とする。 

 

（３）業務運営に関し専門的見地から幅広い助言を求める学術顧問会議については、学界

を代表する有識者６名以上で構成し、定期的に開催する。事業実施に当たっては、効

果的に成果が上がるよう、高い識見を持つ研究者の意見を的確に反映させる。 

 

（４）学術システム研究センターに研究経験を有する第一線級の研究者を配置する。セン

ターは、学術振興策や学術動向に関する調査・研究、事業における審査・評価業務、

業務全般に対する提案・助言等を行う。 

 

（５）自己点検については、事業実施に関係する研究者等の意見を参考に、毎年度事業ご

とに実施し、事業の改善・見直し等を行う。 

また、外部評価として、複数の学界や産業界などを代表する有識者に評価委員を依

頼することにより体制を整備し、毎年度、管理運営や各事業の実施状況等について、

効率及び効果の両面から評価を行い、その結果をホームページ等国民に判りやすい形

で公表するとともに、その指摘を業務運営の改善等に的確に反映させる。 

 

（６）研究者等に有用な制度改善や事業を適切に実施する上で必要となる情報システムの

整備を促進する。 

① 公募事業における電子化の推進 

公募事業の応募手続き及び審査業務については、「電子申請システム」を整備し、

完全電子化に取り組む。完全電子化にあたっては、府省共通研究開発管理システム
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との連携を図りつつ、積極的に推進する。 

なお、両システムに共通する機能については、業務効率化の観点から十分な検証

を行い、重複開発を行わないように調整を図る。ただし、応募書類の簡素化が困難

である場合など、電子化による費用対効果が見込めない公募事業については、電子

システムの最適化に留意しつつ、柔軟に対応する。 

（ⅰ）科学研究費補助金事業 

科学研究費補助金事業については、応募手続き・審査業務の完全電子化に向け

た取組を行う。なお、文部科学省からの研究種目の移管や制度改善に伴い見直し

が必要な場合には、随時開発を実施する。 

（ⅱ）特別研究員事業 

特別研究員事業については、申請書等の電子化に向けた取組を行う。なお、推

薦書等の第三者による認証が必要な調書については、なりすまし・改ざんの防止

対策が不可欠であり、提出書類の信頼性を確保した上で、応募手続き・審査業務

の完全電子化に向けた取組を行う。 

また、海外特別研究員事業の応募書類の電子化については、海外からの応募に

も対応する必要があるため、提出書類の信頼性が確保できるかを検討した上で、

随時開発を行う。 

（ⅲ）学術の国際交流事業 

国際交流事業については、公募・審査業務の完全電子化に向けた取組を行う。 

なお、推薦書等の第三者による認証が必要な調書については、なりすまし・改

ざんの防止対策が不可欠であり、提出書類の信頼性を確保した上で、完全電子化

を行う。 

② 情報共有化システムの整備 

業務に必要な情報の共有化を促進するとともに、業務用データの更新作業の円滑

化を図る観点から、情報共有ソフトを活用することによって情報システムの整備を

行うこととする。 

③ ホームページの充実 

振興会の業務内容に関する最新情報をホームページで迅速に提供する。掲載にあ

たっては閲覧者側からの視点を重視し、見やすさ・わかりやすさの確保に努める。 

また、ホームページ内の各記事に、閲覧者からのアンケート欄を設け、ニーズに

あった記事内容を提供することができる仕組みを確立する。 

④ 情報セキュリティの確保 

振興会のコンピュータ環境のセキュリティを確保し情報資産を守るため、情報セ

キュリティポリシーの遵守を徹底するとともに、必要に応じて見直しを行う。 

 

（７）助成・支援事業のマネジメントの一環として、不合理な重複及び過度の集中の排除

並びに不正使用及び不正受給の防止策を強化する。 

このため、政府等の方針を踏まえ、研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除す

るため、府省共通研究開発管理システムを活用するとともに、審査結果を他の競争的

資金の配分機関に迅速に提供する。 
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また、研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割

分担のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けてい

る報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要

に応じ、各事業毎に適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を

徹底させる。 

また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行

為の防止策について助言、注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進

するとともに、振興会による監査を充実することにより不正の防止に努める。 

 

（８）適切な業務運営を図るため、管理会計の活用、監事監査・外部監査の充実、わかり

やすい情報開示等による内部統制の充実を図る。 

 

２ 学術研究の助成  

学術研究に対する幅広い助成を行うことにより、独創的かつ多様な基礎的研究を推進し、

人類の知的資産の拡充、将来の学問及び社会の発展に寄与する。その際、公正で透明性の

ある審査・評価を実施するとともに、研究者の研究活動が円滑に実施できるように業務を

行う。また、研究成果の適切な把握に努め、社会への還元・普及活動を行う。 

 

科学研究費補助金事業は、文部科学省が定める事業実施における基本的考え方・役割分

担に基づき、以下により、滞りなく確実に実施する。 

・ 科学研究費補助金事業の配分審査、研究評価等を行うために、学術研究に対する高い識

見を有する者で構成する科学研究費委員会を置く。 

・ 科学研究費補助金の交付等の手続きに関する業務は、文部科学省が定めた規程、通知に

従って行う。 

・ 科学研究費委員会において、科学研究費補助金事業の毎年度の審査方針等を、文部科学

省科学技術・学術審議会が示す審査の基本的考え方を踏まえて決定する。 

 

（１）審査・評価の充実  

学術システム研究センターの機能を有効に活用し、研究者ニーズ及び諸外国の状況

等を踏まえて、公正な審査委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構築を行

う。 

① 審査業務 

科学研究費委員会は年３回程度開催するとともに、配分審査のための小委員会を

必要に応じて開催する。 

審査委員の拡充等を行い、審査の質的充実を図る。 

不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを

活用するとともに、審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し４月下旬までに提

供する。 

② 評価業務 

評価については、それぞれの研究種目に応じて行うとともに、大型の研究課題に
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ついては、追跡調査等により成果把握に取り組む。その際、適切な評価体制の整備

を図るとともに、その結果については、ホームページにおいて広く公開する。 

 

（２）助成業務の円滑な実施 

① 募集業務（公募） 

公募に関する情報については、科学研究費補助金に関するホームページにより公

表するとともに、研究計画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるよ

うにする。 

応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費委員会

において審査方針等を決定し、１０月上旬までに公表する。 

② 交付業務 

早期交付及び研究者へのサービス向上の観点から、これまでも可能な限り期間の

短縮に努めてきており、今後も対象件数の増加が見込まれるが、次の期限を明確に

定めることにより、迅速かつ確実に行う。 

・ 採否に関する通知は、４月上旬までに行う。 

・ 応募者に対する審査結果の開示の通知は、５月下旬までに行う。 

・ 額の確定は、７月中旬までに行う。 

③ 不正使用及び不正受給の防止 

研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担

のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている

報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要

に応じ、適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させ

る。 

また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正

行為の防止策について助言、注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を

促進するとともに、振興会の現地調査による監査を充実することにより不正の防止

に努める。 

④ 電子システムの導入・活用 

電子システムの導入・活用については、電子情報化された応募者の研究に関する

個人情報等の第三者に対するセキュリティを確保しつつ、応募者及び審査委員の負

担軽減、応募書類の受付・書面審査等の効率化を更に推進するため、応募手続及び

審査業務の完全電子化を図る。 

⑤ 科学研究費補助金説明会の実施 

科学研究費補助金に対する理解を促進し、その支援効果を高めるため、大学等の

研究機関への事業説明を、文部科学省との共同実施、研究機関からの要望に応じて

の実施などにより、全国各地で行う。 

 

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及 

科学研究費補助金の研究課題の研究成果について適切に把握するとともに、インタ

ーネットにおいて広く公開する。 
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我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金によ

る研究成果をわかりやすく説明することなどを通じて、学術と日常生活との関わりや

学術がもつ意味に対する理解を深める機会を提供する「ひらめき☆ときめきサイエン

ス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を全国各地の大学で幅広く実施する。 

 

（４）助成の在り方に関する検討 

学術研究における様々な特性・ニーズを踏まえた助成の在り方について、学術シス

テム研究センターの機能を活用しつつ検討を行い、事業の改善に反映させる。 

 

３ 研究者の養成 

大学院博士課程（後期）学生や博士の学位を有する者等のうち優れた研究能力を有する

若手研究者に一定期間資金を支給し、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びなが

ら生活の不安なく研究に専念できる環境を整備するため、特別研究員事業等を、計画的・

継続的に推進する。 

国際舞台で活躍できる世界レベルの研究者を育成するため、研究者個人への海外派遣に

加え、組織的な研究者海外派遣支援を計画的・継続的に推進する。 

男女共同参画社会の形成の一環として、女性研究者の参画を促進するため、審査委員に

積極的に女性を登用するとともに、出産・育児に配慮した取組を推進する。また、政府の

留学生政策等を踏まえ、優れた外国人留学生に配慮した取組など、我が国の研究者養成に

資する効果的な事業の実施を検討し、進める。 

 

（１）選考審査の適切な実施 

各種事業の支援対象者の選考審査は、学術システム研究センターの機能を有効に活

用して、以下の体制により、競争環境の中で能力や資質に優れた者を厳正に審査し、

採用する。 

① 学識経験者により構成される特別研究員等企画委員会の審議により、若手研究者

の主体性を重視し、目的や対象者層に応じた審査方針を整備する。 

② 審査の独立性を確保する観点から、我が国の第一線の研究者を審査委員等とする

特別研究員等審査会を設置し、審査方針に基づき、書面審査に加え面接審査を効果

的に活用して、選考審査を実施する。 

③ 審査委員等は、学術システム研究センターからの推薦に基づき、役員等により構

成される特別研究員等審査会委員等選考会において選考する。 

④ 書面審査及び面接審査に当たって、学術システム研究センターは、支援対象者ご

とに専攻分野に応じた適正な審査委員等を割振る。その際、審査の公平性を確保す

る観点から、利害関係者を排除する。 

⑤ 審査の透明性を確保する観点から、審査方針等をホームページ等で公開する。 

⑥ 審査結果を申請者に適切にフィードバックし、詳細な開示を推進する。 

⑦ 研究奨励金については、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を

防止するため、研究奨励金の募集要項に、特別研究員として採用された場合に同機

構の奨学金を辞退する旨を掲載するとともに、同機構の協力を得て研究奨励金の採
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用内定者が奨学金を受給していないかを組織的に確認する。 

 

（２）事業の評価と改善 

各種事業の評価は、学術システム研究センターにおいて、特別研究員等審査会が実

施した審査内容等の検証・分析をもって行う。評価結果については、特別研究員等審

査会の審査業務等の改善につなげるとともに、学識経験者からなる特別研究員等企画

委員会において調査審議し、改善内容の検討を行う。 

改善内容については、次年度の募集要項等に適切に反映させるとともに、ホームペ

ージ等にも掲載し広く公開する。 

 

（３）特別研究員事業 

大学院博士課程（後期）学生及び博士の学位を有する者等で優れた研究能力を有し、

我が国の大学その他の研究機関で研究に専念する若手研究者を「特別研究員」として

採用し、経歴・年齢等に応じた適切な額の資金（研究奨励金）を支給する。 

特に優れた研究能力を有する博士の学位を有する者等については、若手研究者の世

界レベルでの活躍を期して、能力に応じた処遇を確保する。 

また、対象者に応じた多様な採用区分を設け、分野の特性等を踏まえた採用計画を

毎年度整備し、幅広い研究分野における優れた若手研究者を計画的・継続的に採用す

る。その際、博士課程（後期）学生への支援については、第３期科学技術基本計画等

に十分配慮した上で、本事業を推進する。 

ただし、特別研究員（２１世紀ＣＯＥプログラム）については、「独立行政法人整

理合理化計画」に基づき、平成２０年度まで支援する。 

 

海外を含めた多様な研究環境の選択による研究能力の向上を図るため、博士の学位

を有する者等については、採用者のうち博士の学位を取得した所属研究室以外の場で

研究する者の割合９０％以上に向けた取組を推進するとともに、採用期間中における

一定期間の海外における研究活動を奨励する。 

また、支援を受けた研究者の研究能力の向上の観点から、各種事業における支給の

効果について適切に評価する。 

特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門的

知識を生かす企業等の職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証すると

ともに、調査結果をホームページ等で国民に判りやすい形で公表する。 

 

（４）海外特別研究員事業  

我が国の大学等学術研究機関に所属する常勤の研究者や博士の学位を有する者等

の中から優れた若手研究者を「海外特別研究員」として採用し、海外の特定の大学等

研究機関において長期間研究に専念させるため、滞在費等を支給する。 

その際、第３期科学技術基本計画等における世界レベルの若手研究者養成のための

国際研鑽機会の充実に十分配慮した上で、本事業を推進する。 
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海外特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専

門的知識を生かす企業等の職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証す

るとともに、調査結果をホームページ等で国民に判りやすい形で公表する。 

 

（５）若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム 

我が国の大学が海外の大学等と組織的に連携し、若手研究者が海外において研究活

動を行うなど、国際的な研さん機会を提供する若手研究者インターナショナル・トレ

ーニング・プログラムの充実を図る。 

 

（６）日本学術振興会賞 

我が国の優秀な学術の研究者養成に資するため、優れた若手研究者を顕彰する日本

学術振興会賞を実施する。 

 

（７）大学院生に対する顕彰 

      我が国の学術研究の発展への寄与が期待される若手研究者の養成に資するため、優

秀な大学院博士課程学生を顕彰し、その勉学及び研究意欲を高める事業を実施する。 

 

４ 学術に関する国際交流の促進 

国際的な共同研究を積極的に促進するなど、日本の研究水準、国際競争力の一層の向上

を目指し国内外からの要請に応えるべく、我が国を代表する資金配分機関として戦略的に

以下の取組を行う。 

なお、公募事業については、学術システム研究センターや国際事業委員会の機能を有効

に活用し、審査の透明性・公平性を確保しつつ、競争環境の中で厳正な審査を行う。 

 

（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進 

日本の研究水準の向上、国際競争力の強化を一層進めるため、諸外国の学術振興機

関との協定等に基づく、国際共同研究、セミナー開催などの事業を実施することによ

り、学術ネットワークの構築を進める。これらの活動を円滑に推進するため、諸外国

の学術振興機関との協力関係をさらに強化・発展させる。 

欧米等学術先進諸国との交流については、対等な立場での協力により、日本の国際

競争力を高め、世界トップレベルの研究水準を維持し、さらに向上させる。 

アジア諸国、特に国際的な研究開発能力を飛躍的に増しつつある韓国、中国、イン

ドとの学術交流を戦略的に推進するための取組を支援することにより、相互的な学術

発展を図る。 

アフリカ・中東諸国等との交流については、長期的視野に立って、外交的な観点や

多様な研究ニーズなど様々な学術に関する国際交流の必要性を踏まえ、関係機関と連

携を図りつつ促進する。 

また、海外研究連絡センターにおいては、当該国の学術振興機関との有機的な協力

の下、セミナー、シンポジウム等を実施する。 
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（２）研究教育拠点の形成支援 

我が国の学術研究機関が先端研究分野において世界を代表する研究教育拠点とな

ることを目指し、諸外国のトップレベルの学術研究機関との多国間交流ネットワーク

の構築・強化、若手研究者の育成等を通じ、その萌芽段階にある拠点の形成を支援す

る先端研究拠点事業等を推進する。 

 

（３）若手研究者育成のための国際交流支援 

日本と先進諸外国の新進気鋭の若手研究者が学際的な観点から先端的な研究課題

について積極的に討議し情報発信を行う機会を提供する先端科学（Frontiers of 

Science）シンポジウム事業や、ノーベル賞受賞者との討議等を行う会議に若手研究者

を派遣する事業（リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業）等を実施する。 

 

（４）アジア・アフリカ諸国との交流 

アジア・アフリカ諸国との学術連携・協力の深化を図るため、アジア研究教育拠点

事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業及び日中韓フォーサイト事業等により、研

究拠点構築や研究者交流を積極的に促進する。具体的には、それぞれの国の学術の発

展段階等も踏まえながら、共同研究・セミナー等の効果的な実施を促進する。 

とりわけ、我が国と緊密な関係にあるアジア諸国については、各学術振興機関間、

大学・研究所間、さらには個々の研究者間など多層的なネットワークを我が国が主導

的に形成するための取組を実施することにより、アジアにおける学術コミュニティの

構築、同地域における先端研究や共同課題解決研究の推進及び若手研究者の育成を図

る。 

なお、拠点大学交流事業については、アジア研究教育拠点事業など公募により相手

方に対等な負担を求める方式による事業へと転換し、平成２３年度までに段階的に廃

止する。 

 

（５）研究者の招致 

多様な発想と経験を有する内外の研究者が我が国の大学等研究機関で切磋琢磨する

研究環境を創出するため、次世代の研究を担う優秀な若手研究者や世界的研究業績を

有する第一線の著名研究者等、様々なキャリアステージにある優れた外国人研究者招

致のための取組を推進する。 

また、日本での研究滞在を終え、母国に帰国した後の研究者コミュニティの形成・

強化を図ることも視野に入れ、多様な招へい方法による、きめ細やかな対応を行う。 

さらに、招へいした外国人研究者の協力を得て、高校生に科学や国際社会への関心

を深めさせることを目的としたサイエンス・ダイアログ事業を全国各地で広く実施す

る。 

なお、外国人特別研究員については、全体として効率化を図っていくよう検討を行

い、大学等のニーズに即し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。 
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（６）大学等における研究環境の国際化支援 

日本の大学の国際化を促進させるため、職員養成のための取組や大学の組織的な研

究者の派遣・受入れ、国際的な共同研究など大学の国際展開を支援するほか、多様な

研究環境国際化のための取組を積極的に行う。 

海外研究連絡センターにおいて、各大学と協力し、各大学が主催するシンポジウム

の共催、後援、大学改革の動向に関する調査協力や大学が設置する海外拠点の連携強

化等を通じて、各大学の海外展開を積極的に支援する。 

 

（７）事業の評価と改善 

日本の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し、学術システム研究センター等

の機能を活用しつつ、国際共同研究の基本的な方向性についての検討を行う。また、

効率的かつ効果的な業務運営の観点から、事業開始から長期間経過した事業や応募件

数の少ない小規模事業については、交流相手のニーズ・特性、我が国の研究者の意見

を考慮しつつ、費用対効果の検証を行うほか、研究者へのサービス向上を図るなど不

断の見直しを行う。併せて、各海外研究連絡センターにおいては我が国の各大学との

協力・連携による活動や機能の強化を図るとともに、海外の学術振興機関との間で事

業の有効性・適切性を相互に評価するなど、事業の成果及び効果を把握することに努

め、事業の改善に反映させ、その成果について広く公開する。 

また、カイロ、ナイロビの両研究連絡センターについては、効率的な業務運営に努

めつつ、増大するアフリカ地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、当該地

域における拠点性など質的な要素についても留意した運営へと転換を図った上で、学

術動向の収集・発信機能を充実させる。 

なお、ワシントン研究連絡センターについては、独立行政法人科学技術振興機構の

ワシントン事務所の機能にも着目しつつ、効率的な運営の観点から、同事務所の共同

設置・運用を行う。 

 

５ 学術の応用に関する研究の実施 

様々な学術的・社会的要請に応えるとともに、我が国の学術及び社会の発展や社会問題

の解決につながるような学術研究を行う。 

 

① 人文・社会科学振興プロジェクト研究事業 

平成１４年６月の文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会の報告を受け、グロー

バル化、情報化が進む中、現代社会において人類が直面している問題の解明と対処のた

め、人文科学や社会科学を中心に各分野の研究者が協働して、学際的・学融合的に取り

組む「人文・社会科学振興プロジェクト研究」を推進する。この研究成果を社会への提

言として発信することにより、新たな学問分野、領域を開拓し、人文・社会科学の活性

化に寄与する。また、研究者間のネットワークの形成、研究成果の公開、社会提言等の

ため、公開シンポジウム、共同研究セミナーなどを行う。 

なお、本事業については、平成２０年度に終了する。 

 

279



- 10 - 

② 異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業 

異なる分野の研究者との共同研究を推進し、異なる分野の研究手法等を導入すること

により、確立された従来の研究手法から脱却して、方法論的な観点から既存の知の体系

の根源的な変革や飛躍的な進化（方法的革新）を目指す、人文・社会科学研究の振興を

図る。 

 

６ 学術の社会的連携・協力の推進 

学術の社会的連携・協力の立場から、学界と産業界との連携によって発展が期待される

分野や、その推進の方法・体制等について検討する総合研究連絡会議を開催する。大学等

の研究のシーズ及び産業界の研究のニーズに応じた情報交換、交流促進を図るための場、

また学界と産業界の連携による若手研究者の人材育成の場としての産学協力研究委員会等

の設定、連携・協力支援のための事業を実施する。 

国内外の研究者を集めてのセミナー、シンポジウムを開催するとともに研究成果の刊行

を通じて、これら研究委員会の研究成果を発信する。 

 

７ 国の助成事業に関する審査・評価の実施 

国の助成事業の審査・評価については、国の定めた制度・方針に従って、審査・評価に

おける公正さ、透明性、信頼性、継続性を確保しつつ、実効性のある評価を実施する。 

 

① ２１世紀ＣＯＥプログラム 

国の助成事業である「２１世紀ＣＯＥプログラム（研究拠点形成費等補助金（研究拠

点形成費））」について、世界最高水準の研究教育拠点を学問分野毎に形成するととも

に、国際競争力のある個性輝く大学づくりを推進することを目的とし、①当該拠点の研

究教育活動の実績、及び②大学の将来構想及び当該拠点を形成するための構想・計画を

評価する。 

各プログラムについては期間終了後に事後評価を実施する。 

なお、本事業に係る業務は、平成２１年度に終了する。 

 

② グローバルＣＯＥプログラム 

国の助成事業である「グローバルＣＯＥプログラム（研究拠点形成費等補助金（研究

拠点形成費））」について、我が国の大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、国際

的に卓越した研究基盤の下で世界をリードする創造的な人材育成を図るため、国際的に

卓越した教育研究拠点の形成を重点的に支援し、もって、国際競争力のある大学づくり

を推進することを目的として、教育研究拠点を形成するための構想・計画を審査・評価

する。 

また、採択されたプログラムについては２年経過後に中間評価を実施するとともに、

期間終了後に事後評価を実施する。 

 

③ 「魅力ある大学院教育」イニシアティブ 

国の助成事業である「『魅力ある大学院教育』イニシアティブ（研究拠点形成費等補
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助金（若手研究者養成費））」について、創造性豊かな優れた若手研究者の養成に関連

する構想・計画の評価を行う。 

また、採択されたプログラムについては期間終了後に事後評価を実施する。 

なお、本事業に係る業務は、平成２０年度に終了する。 

 

④ 組織的な大学院教育改革推進プログラム 

国の助成事業である「組織的な大学院教育改革推進プログラム（研究拠点形成費等補

助金（若手研究者養成費））」について、社会の様々な分野で幅広く活躍する高度な人

材を養成するための大学院における国際的水準のコースワークの充実等の優れた組織

的・体系的な教育の取組に関連する構想・計画の審査・評価を行う。 

また、採択されたプログラムについては期間終了後に事後評価を実施する。 

 

⑤ 質の高い大学教育推進プログラム 

国の助成事業である「質の高い大学教育推進プログラム（大学改革推進等補助金（大

学改革推進事業））」について、大学教育改革を一層推進し、知識基盤社会を担う優れ

た人材を養成するための大学等における教育の質向上に向けた優れた取組に関連する構

想・計画を審査する。 

なお、本事業にかかる審査業務については、平成２０年度に終了する。 

 

⑥ 大学教育推進プログラム 

国の助成事業である「大学教育推進プログラム（大学改革推進等補助金（大学改革推

進事業））」について、社会の発展を支える優れた資質能力を備えた人材を養成するた

め、学士力の確保や教育力向上のための各大学等の実践を促し、達成目標を明確にした

効果が見込まれる取組に関連する構想・計画を審査する。 

 

⑦ 世界トップレベル研究拠点プログラム 

国の助成事業である「世界トップレベル研究拠点プログラム（国際研究拠点形成促進

事業費補助金）」について、高いレベルの研究者を中核とした研究拠点構想を集中的に

支援し、世界中の第一線の研究者が、是非そこで研究をしたいとして集まってくるよう

な、優れた研究環境と高い研究水準を誇る「目に見える拠点」の形成を目的として、国

際的視点から、その審査業務・評価業務・管理業務を行う。その際、プログラムを担当

するＰＤ・ＰＯを配置し、専門的な観点からプログラムの進捗状況を管理する。 

 

⑧ 政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進 

国の「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」及び「近未来の課題解決を

目指した実証的社会科学研究推進事業」（科学技術試験研究委託事業）について、政策

や社会の要請に応じた人文・社会科学分野のプロジェクト研究を大学等の研究ポテンシ

ャルを積極的に活用して実施し、研究成果を社会へと発信することを目的として、この

事業の実施に必要な審査業務・評価業務・プロジェクト管理業務等を行う。 

 

281



- 12 - 

⑨ 国際化拠点整備事業（グローバル３０） 

国の助成事業である「国際化拠点整備事業（グローバル３０）（国際化拠点整備事業

費補助金）」について、我が国の大学が科学技術・学術・文化の振興に貢献するため国

際的に魅力的な水準の教育研究を提供するとともに、留学生と切磋琢磨する中で国際的

に活躍できる高度な人材を育成するための環境整備を図り、もって、大学の国際競争力

を強化し、我が国の国際競争力の向上に資する取組に関連する構想・計画の審査・評価

を行う。 

また、採択されたプログラムについては２年経過後に中間評価を実施するとともに、

期間終了後に事後評価を実施する。 

 

８ 調査・研究の実施 

学術システム研究センターの研究員を中心に、諸外国における学術振興施策の状況、国

内外の学術研究の動向等、振興会の業務運営に関して必要な調査・研究を実施する。諸外

国の学術振興施策については、欧米主要国等における学術振興に関する基本的政策、研究

助成システム、研究者養成に対する考え方、国際交流の戦略等について、関係機関のホー

ムページや文献、現地調査、海外研究連絡センターとの連携などにより、調査を適宜実施

し、情報の収集、分析を継続的に行う。 

学術研究の動向については、研究者の動向を含め、各種報告書、学術ジャーナル、国内

外のシンポジウムへの出席、関連研究者との意見交換等により、調査を適宜実施し、情報

の収集、分析を継続的に行う。特に、学術システム研究センターの研究員全員に専門分野

についての学術動向研究を依頼し、毎年度報告を受けるとともに、結果をとりまとめ、事

業に活かす。また、最新の学術動向等の調査研究の成果を踏まえつつ、国際的な競争のも

と、我が国が今後先導していくべき研究を発掘し、事業の企画・立案に反映させる。これ

らの成果については、必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表する。 

 

９ 広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用 

振興会の活動内容や調査研究の成果を、より広く内外の研究者、関係機関や国民に理解

してもらうため、魅力ある広報誌等出版物やホームページの内容充実に努めるなど、効果

的な情報提供が実施できるよう、広報体制を整備し、その充実を図る。 

学術システム研究センターの調査・研究の成果、各事業において支援対象者から提出さ

れた実績報告書等については、知的所有権等に配慮した上で、事業の企画立案等に活用す

るとともに、ホームページへの掲載や出版等により、研究者をはじめ社会に積極的に提供

し、広く普及させる。 

 

１０ 前各号に附帯する業務 

学術研究の推進に資する事業として以下のとおり前各号に附帯する業務を毎年度着実

に実施する。 

① 国際生物学賞委員会により運営される生物学研究に顕著な業績を挙げた研究者を顕

彰する国際生物学賞にかかる事務を担当する。 

② 野口英世博士記念アフリカの医学研究・医療活動分野における卓越した業績に対す
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る賞（野口英世アフリカ賞）に係る医学研究分野の審査業務を担当する。 

③ 学術関係国際会議の開催のため、免税措置を受けられない主催者に代わり、特定公

益増進法人としての募金の事務を行う。 

④ 寄付金を受入れ、寄付者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄付金事業、及

び事業分野をあらかじめ特定しないで助成する学術振興特別基金の事業を行う。 

 

１１ 平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務 

（１）先端研究助成業務 
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究を集中的に推進

するため、平成２１年度補正予算（第１号）により交付される補助金により、先端研

究助成基金を設け、我が国の先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のために必要な

助成を行う。  

         その際、研究資金の多年度にわたる柔軟な使用を可能とするなど、研究計画等の進

捗状況に即応して、機動的・弾力的な経費の支出を行う。 

 

（２）研究者海外派遣業務 

将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる有為な研究者の海外への派遣を

集中的に推進するため、平成２１年度補正予算（第１号）により交付される補助金に

より、研究者海外派遣基金を設け、我が国の大学等研究機関の国際化を図るとともに、

我が国の競争力強化の源となる人材の育成を行うため、若手研究者を海外に派遣する。 

① 優秀若手研究者海外派遣事業  

我が国の大学等研究機関に所属する助教等常勤研究者及び日本学術振興会特別研

究員を対象として、海外の優れた大学等研究機関において研究を行い、海外の研究

者と切磋琢磨する機会を提供するため、滞在費等を支援する。 

② 組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

海外の学術研究機関と協力関係を有する我が国の大学等研究機関が、将来研究者

を志す大学生の研さん、大学院生等若手研究者の研究活動のための海外派遣を計画

し、組織的に派遣することを支援する。 

 

（３）先端学術研究人材養成事業 

我が国が世界をリードし得る先端的研究拠点に、海外の著名研究者及び若手研究者

を組織的に招へいする取組を支援するため、平成２１年度補正予算（第１号）により

追加的に措置された交付金により、先端学術研究人材養成事業を実施する。本交付金

については、「経済危機対策」（平成21年4月10日）の「底力発揮・21世紀型インフラ

整備」のために措置されたことを認識し、海外の研究者の招へいを通じた我が国の経

済成長の鍵を握る人材力を強化するために活用する。 

 

（４）先端研究助成基金による研究の加速・強化 

上記（１）の先端的な研究を一層加速・強化するために必要な助成を行う。 
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（５）若手・女性等研究者への支援の強化 

若手・女性等研究者が活躍しうる研究基盤・研究環境を充実・強化するために必要

な助成を行うとともに、海外の大学等研究機関との共同研究等を推進し、若手研究者

等の海外派遣を促進するための機会を提供する。 

 

第二 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置 

 

１ 業務運営については、既存事業の徹底した見直し、効率化を図る。 

一般管理費（人件費を含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率３％

以上の効率化を達成するほか、その他の事業費（競争的資金等を除く。）については、中

期目標期間中、毎事業年度、対前年度比１％以上の業務の効率化を図る。 

人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法

律」（平成１８年法律第４７号）を踏まえ、平成１８年度以降の５年間で、平成１７年度

を基準として５％以上を基本とする削減を引き続き着実に実施する。 

さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６（平成１８年７月７日閣議

決定）に基づき、国家公務員の取組を踏まえ、人件費改革を平成２３年度まで継続する。 

ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分、競争的研究資金並びに国からの委託

費及び補助金により雇用される任期付職員については削減対象から除く。 

具体的には、国家公務員の給与構造改革を踏まえた勤務評定に基づく昇給等の見直しを

行う。また、給与水準の適正化を図るため、職務内容、経歴、勤務状況等を勘案した管理

職員手当の見直しを行うとともに職員給与の昇級号数の抑制を行うなどにより、総人件費

の縮減を図る。 

業務の効率化を図る際、研究者等へのサービス低下を招かないように配慮する。また助

成・支援業務において、研究者への支援を確実かつ効果的に行う上で必要な審査・評価経

費については、適切に措置する。 

 

２ 複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行い、連続した特別昇給や昇給延伸

などを含め、職員の処遇に的確に反映させることにより、本人のインセンティブが高まる

ようにするとともに、能力に応じた人員配置をきめ細かに実施し、業務の効率的・効果的

な遂行を可能にする。 

 

３ 中期的な計画の下に、情報インフラの整備を図る。 

（１）業務システムの開発・改善 

会計システム等の業務システムは、業務の効率化、正確性などに直接影響を与える

ことから、必要に応じ、開発及び改善を行う。 

 

（２）情報管理システムの構築 

法人文書の作成、決裁、保存まで、業務上作成された文書を適切に管理するととも

に、業務に必要な振興会内の諸手続については、情報共有ソフト（グループウェア）

を活用し、効率的な業務運営が実施できるよう引き続き整備を行う。 
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４ 事業の効率的な遂行のため外部委託について検討を行い、実施する。 

 

５ 「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その取組状況を公表

する。また、随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施については、

監事による監査を受けるとともに、監査法人等によるチェックを要請する。 

 

６ 財務内容等の一層の透明性を確保するため、決算情報・セグメント情報の公表の充実等

を図る。 

 

第三 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画（通則法第３０条第２項第

３号） 

 

１ 予算（中期計画の予算） 

別紙１－１～１－４のとおり 

 

２ 収支計画 

別紙２－１～２－４のとおり 

 

３ 資金計画 

別紙３－１～３－４のとおり 

 

第四 短期借入金の限度額（通則法第３０条第２項第４号） 

短期借入金の限度額は７２億円とする。短期借入が想定される事態としては、運営費

交付金の受入れに遅延が生じた場合である。 

 

第五 重要な財産の処分等に関する計画（通則法第３０条第２項第５号） 

重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 

 

第六 剰余金の使途（通則法第３０条第２項第６号） 

振興会の決算において剰余金が発生した時は、広報・情報提供の充実、調査研究の充

実、情報化の促進に充てる。 

 

第七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項（通則法第３０条第２項第７号） 

 

１ 施設・設備に関する計画 

施設・設備に関する計画はない。 

 

２ 人事に関する計画 

（１）人事方針 
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① 限られた人員での効率的・効果的な業務の遂行を実現するため、国内及び国外

研修等を実施し、職員の専門性を高めるとともに、意識向上を図る。 

また、振興会職員の意識向上を図るため、情報セキュリティ研修等を定期的に

実施する。 

② 大学をはじめ学術振興に関連する機関との人事交流を促進して、質の高い人材

の確保・育成を図り、職員の意識や能力に応じた適切な人事配置を行う。 

③ 職員の業績等の人事評価を定期的に実施し、その結果を処遇、人事配置等に適

切かつ具体的に反映することで、人材の効果的活用や職員の職務遂行能力・方法

の向上を図る。 

④ 国の助成事業等関連業務を有効かつ円滑に実施するため、実務経験を有する質

の高い人材の確保を図り、適切な人事配置を行う。 

⑤ 職員の勤務環境を整備するため、必要な福利・厚生の充実を図る。 

 

（２）人件費に係る指標 

中期目標期間中、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

法律」（平成１８年法律第４７号）に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基

準として試算した削減対象人件費については、総人件費改革の取組の削減対象外とな

る任期付職員に係る人件費を除き総額３，５０６百万円を支出する。 

ただし、上記の額は、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）

において削減対象とされた人件費を指し、上記の削減対象とされた人件費に総人件費

改革の取組の削減対象外となる任期付職員に係る人件費を含めた総額は、４，３８６

百万円である。（この金額は今後の競争的研究資金、国からの委託費もしくは補助金

又は民間資金の獲得の状況により増減があり得る。） 

 

３ 積立金の使途 

前中期目標の期間の最終事業年度において、独立行政法人通則法第４４条の処理を行っ

てなお積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金

額について、前払費用等に係る会計処理に充てることとする。 
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（別紙１－１） 

平成２０年度～平成２４年度 予算（総括表） 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

運営費交付金 

 うち補正予算による追加 

国庫補助金収入 

科学研究費補助金 

研究拠点形成費等補助金 

大学改革推進等補助金 

国際化拠点整備事業費補助金 

科学技術総合推進費補助金 

先端研究助成基金補助金 

 研究者海外派遣基金補助金 

最先端研究開発戦略的強化費補助金 

事業収入 

寄付金事業収入 

産学協力事業収入 

学術図書出版事業収入 

受託事業収入 

計 

 

１４１，８３１ 

４９５ 

８３３，８６１ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

１５０，０００ 

７，５６４ 

４０，０００ 

７２３ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

９８１，３６８ 

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

事業費 

うち人件費 

物件費 

 うち先端学術研究人材養成事業 

科学研究費補助事業費 

研究拠点形成費等補助事業費 

大学改革推進等補助事業費 

国際化拠点整備事業費補助事業費 

科学技術総合推進費補助事業費 

先端研究助成事業費 

研究者海外派遣事業費 

最先端研究開発戦略的強化費補助事業費 

寄付金事業費 

産学協力事業費 

学術図書出版事業費 

受託事業費 

計 

 

３，５４１ 

１，７１９ 

１，８２２ 

１３９，５７９ 

２，８１７ 

１３６，７６１ 

４９５ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

１１６，９５８ 

７，４０７ 

４０，０００ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

９４８，７３５ 

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 基金補助金は、次期中期計画期間分を含めた金額を一括で収入額に計上しているため、

収支が一致しない。 

※３ 運営費交付金収入には、平成２１年度補正予算（第１号）により「経済危機対策」（平
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成21年4月10日）の「底力発揮･２１世紀型インフラ整備」のために措置された、我が国の

経済成長の鍵を握る人材力を強化するための先端学術研究人材養成事業が含まれている。 

 

［人件費見積り］ 

中期目標期間中、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成１８年度法律第４７号）において削減対象とされた人件費については、総人件費改革

の取組の削減対象外となる任期付職員等に係る人件費を除き、総額３，５０６百万円を支出

する。 

なお、上記の削減対象とされた人件費に総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付職

員に係る人件費を含めた総額は、４，３８６百万円である。（ただし、この金額は今後の競

争的研究資金、国からの委託費、補助金及び民間資金の獲得の状況により増減があり得る。） 

 

［運営費交付金の算定ルール］ 

毎事業年度に交付する運営費交付金(Ａ)については、以下の数式により決定する。 

Ａ(y)＝(Ｃ(y)×α1(係数)＋｛(Ｒ(y)＋Ｐｒ(y))×α2(係数)｝＋ε(y)－Ｂ(y)×λ(係数) 

Ｒ(y)＝Ｒ(y-1)×β(係数)×γ(係数) 

Ｃ(y)＝Ｐｃ(y-1)×σ(係数)＋Ｅ(y-1)×β(係数) 

Ｂ(y)＝Ｂ(y-1)×δ(係数) 

Ｐ(y)＝Ｐｒ(y)＋Ｐｃ(y)＝｛Ｐｒ(y-1)＋Ｐｃ(y-1)｝×σ(係数) 

 

各経費及び各係数値については、以下の通り。 

Ｂ(y)：当該事業年度における事業収入の見積り。Ｂ(y-1)は直前の事業年度におけるＢ(y)。 

Ｃ(y):当該事業年度における一般管理費。Ｃ(y-1)は直前の事業年度におけるＣ(y)。 

Ｅ(y):当該事業年度における一般管理費中の物件費。Ｅ(y-1)は直前の事業年度におけるＥ

(y)。 

Ｐ(y)：当該事業年度における人件費（退職手当を含む）。Ｐ(y-1)は直前の事業年度におけ

るＰ(y)。 

Ｐｒ(y)：当該事業年度における事業費中の人件費。Ｐｒ(y-1)は直前の事業年度におけるＰ

ｒ(y)。 

Ｐｃ(y)：当該事業年度における一般管理費中の人件費。Ｐｃ(y-1)は直前の事業年度におけ

るＰｃ(y)。 

Ｒ(y)：当該事業年度における事業費中の物件費。Ｒ(y-1)は直前の事業年度におけるＲ(y)。 

ε(ｙ)：当該事業年度における特殊経費。重点施策の実施（例：特別研究員研究奨励金）、

事故の発生、退職者の人数の増減等の事由により当該年度に限り時限的に発生する

経費であって、運営費交付金算定ルールに影響を与えうる規模の経費。これらにつ

いては、各事業年度の予算編成過程において、人件費の効率化等一般管理費の削減

方策を反映し具体的に決定。ε(y-1)は直前の事業年度におけるε(y)。 

α1：一般管理効率化係数。中期目標に記載されている一般管理費に関する削減目標を踏ま

え、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決

定。 
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α2：事業効率化係数。中期目標に記載されている削減目標を踏まえ、各事業年度の予算編

成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

β：消費者物価指数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な

係数値を決定。 

γ：業務政策係数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係

数値を決定。 

δ：事業収入政策係数。過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該事

業年度における具体的な係数値を決定。 

λ：収入調整係数。過去の実績における事業収入に対する収益の割合を勘案し、各事業年度

の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

σ：人件費調整係数。各事業年度予算編成過程において、給与昇給率等を勘案し、当該事業

年度における具体的な係数値を決定。 

 

[中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等] 

上記算定ルール等に基づき、以下の仮定の下に試算している。 

・ 運営費交付金の見積りについては、特別研究員研究奨励金については、第３期科学技術

基本計画を踏まえて当該事業年度における具体的な額を決定するが、ここでは各年度に

おいて便宜的に平成２０年度予算額を用いている。またα1（一般管理効率化係数）を

各事業年度3.0％の縮減、α2（事業効率化係数）を各事業年度1.0％の縮減とし、λ（収

入調整係数）は一律1として試算。 

・ 事業費中の物件費については、β（消費者物価指数）は変動がないもの（±0％）とし、

γ（業務政策係数）は一律1として試算。 

・ 人件費の見積りについては、σ（人件費調整係数）は変動がないもの（±0％）とし退

職者の人数の増減等がないものとして試算。 

・ 事業収入の見積りについては、δ（事業収入政策係数）は据え置き（±0％）とし試算。 
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（別紙１－２） 

平成２０年度～平成２４年度 予算（一般勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

運営費交付金 

 うち補正予算による追加 

国庫補助金収入 

科学研究費補助金 

研究拠点形成費等補助金 

大学改革推進等補助金 

国際化拠点整備事業費補助金 

科学技術総合推進費補助金 

最先端研究開発戦略的強化費補助金 

事業収入 

寄付金事業収入 

産学協力事業収入 

学術図書出版事業収入 

受託事業収入 

計 

 

１４１，８３１ 

４９５ 

６７６，２９７ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

４０，０００ 

１８８ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

８２３，２６９ 

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

事業費 

うち人件費 

物件費 

 うち先端学術研究人材養成事業 

科学研究費補助事業費 

研究拠点形成費等補助事業費 

大学改革推進等補助事業費 

国際化拠点整備事業費補助事業費 

科学技術総合推進費補助事業費 

最先端研究開発戦略的強化費補助事業費 

寄付金事業費 

産学協力事業費 

学術図書出版事業費 

受託事業費 

計 

 

２，４４０ 

１，２４６ 

１，１９５ 

１３９，５７９ 

２，８１７ 

１３６，７６１ 

４９５ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

４０，０００ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

８２３，２６９ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙１－３） 

平成２１年度～平成２４年度 予算（先端研究助成業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

国庫補助金収入 

 先端研究助成基金補助金 

事業収入 

計 

 

 

１５０，０００ 

５２５ 

１５０，５２５ 

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

先端研究助成事業費 

計 

 

９５６ 

４０６ 

５５０ 

１１６，９５８ 

１１７，９１３ 

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 基金補助金は、次期中期計画期間分を含めた金額を一括で収入額に計上している

ため収支が一致しない。 
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（別紙１－４） 

平成２１年度～平成２４年度 予算（研究者海外派遣業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

国庫補助金収入 

 研究者海外派遣基金補助金 

事業収入 

計 

 

 

７，５６４ 

１０ 

７，５７４ 

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

研究者海外派遣事業費 

計 

 

１４５ 

６７ 

７８ 

７，４０７ 

７，５５２ 

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 基金補助金は、次期中期計画期間分を含めた金額を一括で収入額に計上してい

るため収支が一致しない。 
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（別紙２－１） 

平成２０年度～平成２４年度 収支計画（総括表） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

業務経費 

うち先端学術研究人材養成事業 

科学研究費補助事業費 

研究拠点形成費等補助事業費 

大学改革推進等補助事業費 

国際化拠点整備事業費補助事業費 

科学技術総合推進費補助事業費 

先端研究助成事業費 

研究者海外派遣事業費 

最先端研究開発戦略的強化費補助事業費

寄付金事業費 

産学協力事業費 

学術図書出版事業費 

受託事業費 

一般管理費 

減価償却費 

 

収益の部 

運営費交付金収益 

うち補正予算による追加 

科学研究費補助金収益 

研究拠点形成費等補助金収益 

大学改革推進等補助金収益 

国際化拠点整備事業費補助金収益 

科学技術総合推進費補助金収益 

先端研究助成基金補助金収益 

研究者海外派遣基金補助金収益 

最先端研究開発戦略的強化費補助金収益 

業務収益 

寄付金事業収益 

産学協力事業収益 

学術図書出版事業収益 

受託事業収益 

資産見返負債戻入 

  

純損失 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

総利益 

 

９４８，８９７ 

１４５，２２３ 

４９５ 

６２８，３５２ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

１１６，９５８ 

７，４０７ 

４０，０００ 

４３４ 

１，３７３ 

６ 

２，７４２ 

３，５４１ 

８３ 

 

９４８，８１８ 

１４１，８３１ 

４９５ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

１１７，３８８ 

７，５４３ 

４０，０００ 

７２３ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

８３ 

 

７９ 

７９ 

０ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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                                                               （別紙２－２） 

平成２０年度～平成２４年度 収支計画（一般勘定） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

業務経費 

うち先端学術研究人材養成事業 

科学研究費補助事業費 

研究拠点形成費等補助事業費 

大学改革推進等補助事業費 

国際化拠点整備事業費補助事業費 

科学技術総合推進費補助事業費 

最先端研究開発戦略的強化費補助事業費

寄付金事業費 

産学協力事業費 

学術図書出版事業費 

受託事業費 

一般管理費 

減価償却費 

 

収益の部 

運営費交付金収益 

うち補正予算による追加 

科学研究費補助金収益 

研究拠点形成費等補助金収益 

大学改革推進等補助金収益 

国際化拠点整備事業費補助金収益 

科学技術総合推進費補助金収益 

最先端研究開発戦略的強化費補助金収益 

業務収益 

寄付金事業収益 

産学協力事業収益 

学術図書出版事業収益 

受託事業収益 

資産見返負債戻入 

 

純損失 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

総利益 

 

８２３，４３２ 

１４５，２２３ 

４９５ 

６２８，３５２ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

４０，０００ 

４３４ 

１，３７３ 

６ 

２，７４２ 

２，４４０ 

８３ 

 

８２３，３５２ 

１４１，８３１ 

４９５ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

４０，０００ 

１８８ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

８３ 

 

７９ 

７９ 

０ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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                                                               （別紙２－３） 

平成２１年度～平成２４年度 収支計画（先端研究助成業務勘定） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

先端研究助成事業費 

一般管理費 

 

収益の部 

先端研究助成基金補助金収益 

業務収益 

 

純利益 

総利益 

 

１１７，９１３ 

１１６，９５８ 

９５６ 

 

１１７，９１３ 

１１７，３８８ 

５２５ 

 

０ 

０ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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 （別紙２－４） 

平成２１年度～平成２４年度 収支計画（研究者海外派遣業務勘定） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

研究者海外派遣事業費 

一般管理費 

 

収益の部 

研究者海外派遣基金補助金収益 

業務収益 

 

純利益 

総利益 

 

７，５５２ 

７，４０７ 

１４５ 

 

７，５５２ 

７，５４３ 

１０ 

 

０ 

０ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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                                                               （別紙３－１） 

平成２０年度～平成２４年度 資金計画（総括表） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

 うち先端学術研究人材養成事業 

次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

うち補正予算による追加 

科学研究費補助金による収入 

研究拠点形成費等補助金による収入 

大学改革推進等補助金による収入 

国際化拠点整備事業費補助金による収入

科学技術総合推進費補助金による収入 

先端研究助成基金補助金による収入 

研究者海外派遣基金補助金による収入 

最先端研究開発戦略的強化費補助金によ

る収入 

寄付金事業による収入 

産学協力事業による収入 

学術図書出版事業による収入 

受託事業による収入 

その他の収入 

前期中期目標期間よりの繰越金 

 

９５０，０３２ 

４９５ 

３５，７１６ 

 

 

９８１，５７５ 

１４１，８３１ 

４９５ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

１５０，０００ 

７，５６４ 

４０，０００ 

 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

９３０ 

４，１７３ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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    （別紙３－２） 

平成２０年度～平成２４年度 資金計画（一般勘定） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

 うち先端学術研究人材養成事業 

次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

うち補正予算による追加 

科学研究費補助金による収入 

研究拠点形成費等補助金による収入 

大学改革推進等補助金による収入 

国際化拠点整備事業費補助金による収入 

科学技術総合推進費補助金による収入 

最先端研究開発戦略的強化費補助金によ

る収入 

寄付金事業による収入 

産学協力事業による収入 

学術図書出版事業による収入 

受託事業による収入 

その他の収入  

前期中期目標期間よりの繰越金 

 

８２４，５６７ 

４９５ 

３，０８２ 

 

 

８２３，４７６ 

１４１，８３１ 

４９５ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

４０，０００ 

 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

３９５ 

４，１７３ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙３－３） 

平成２１年度～平成２４年度 資金計画（先端研究助成業務勘定） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

  先端研究助成基金補助金による収入 

その他の収入 

 

１１７，９１３ 

３２，６１２ 

 

 

１５０，５２５ 

１５０，０００ 

５２５ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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                                 （別紙３－４） 

平成２１年度～平成２４年度 資金計画（研究者海外派遣業務勘定） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

  研究者海外派遣基金補助金による収入 

その他の収入 

 

７，５５２ 

２１ 

 

 

７，５７４ 

７，５６４ 

１０ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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平成２１年１１月２６日改正 

平成２１年１２月２２日改正 

 

 

 

 

 

 

平成２１年度 

 

独立行政法人日本学術振興会 

 

年度計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年３月３１日 
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独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第三十一条の規定により、平成２１

年１１月２５日付け２１文科振第１９２号で認可を受けた独立行政法人日本学術振興会の

中期目標を達成するための計画（中期計画）に基づき、平成２１年度の業務運営に関する

計画を次のとおり定める。 

 

第一 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

１ 総合的事項 

（１）学術の特性に配慮した制度運営 

各事業を推進するにあたり、研究の手法、規模、必要な資金、期間など研究分野等

により異なる学術研究の特性に配慮した制度運営を図る。 

また、各事業を実施する際には、関連する事業を実施している機関との適切な連携・

協力を行う。その際、我が国の学術研究の振興を図る観点から、大学等において実施さ

れる学術研究に密接に関わる事業の特性に配慮しつつ、事業を実施する。 

 

（２）評議員会 

   各界・各層の学識経験者で構成する評議員会を２回開催する。振興会の業務運営に

関する重要事項については、幅広く高い識見に基づく審議及び意見を参考に事業を実

施する。 

 

（３）学術顧問会議 

学術研究に対する特に高い識見を有する学識経験者７名により構成される学術顧問

会議を開催し、振興会の運営に関し、専門的な見地から幅広い助言を求める。 

 

（４）学術システム研究センター 

   研究経験を有する第一線級の研究者を任期付研究員として、センター所長、センタ

ー副所長（３名）、主任研究員及び専門研究員に配置する。主任研究員を１名増員し、

主任研究員１８名、専門研究員９３名の体制とすることにより、人文・社会科学から

自然科学に至る全ての学問領域をカバーする体制を整備する。また、重要でかつ継続

的に審議が必要な課題に対し、ワーキンググループを設置し、機動的に対応する。 

   これらにより、センターが行う学術振興策や学術動向に関する調査・研究体制を整

備し、振興会事業における公正で透明性の高い審査・評価業務や振興会業務全般に対

する有効な提案・助言等を行うことを可能とする。 

 

（５）自己点検及び外部評価の実施 

① 自己点検 

平成２０年度事業に係る自己点検については、「独立行政法人日本学術振興会自

己点検評価委員会規程」、「独立行政法人日本学術振興会平成２１年度自己点検評

価実施要領」及び「独立行政法人日本学術振興会平成２０年度事業の評価手法につ

 - 1 -
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いて」に基づき、厳正に評価を実施し、外部評価委員会に提出するとともにその結

果を公表する。 

② 外部評価 

学界及び産業界を代表する有識者により構成される外部評価委員会において、「独

立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程」に基づき外部評価を実施する。 

外部評価の結果は、業務の改善に役立てるとともに、ホームページ等において公

表する。 

 

（６）情報システムの整備 

① 公募事業における電子化の推進 

研究者へのサービス向上等を図るため、募集要項・応募様式等の書類は、原則と

してすべての公募事業においてホームページから入手可能な状態とする。 

研究者からの申請書類を電子的に受け付けるシステムについては、本格運用を開

始している公募事業を継続して実施するとともに、制度的・技術的課題を検討しな

がら他の事業への拡充を進める。 

なお、拡充に当たっては、文部科学省が開発・運用を行っている府省共通研究開

発管理システム（e-Rad）の連携活用を模索し、柔軟な実現方法を検討する。 

  （ⅰ）科学研究費補助金事業 

     府省共通研究開発管理システム（e-Rad）との連携の一環として、ログイン認証

を利用できるように改修し、競争的資金関係の手続きがワンストップで行えるよ

うに連携を強化する。 

     また、若手研究（スタートアップ）については、９月中旬に予定される交付申

請書受付を電子申請システムにて試行する。 

  （ⅱ）特別研究員事業 

申請者及び審査員がシステムに登録したデータを利用し、審査会等で必要とな

る各種書類を出力できる機能を向上させ、業務の効率化を行う。 

     また、電子申請を受け付ける際に障害となる推薦書等の第三者による認証が必

要な調書の電子化について、引き続き検討を行う。 

  （ⅲ）学術の国際交流事業 

     公募・審査の電子化されていない手続きについては、電子化に向けた検討を行

い、整備が完了した手続きから順次利用を開始する。 

     また、電子申請を受け付ける際に障害となる推薦書等の第三者による認証が必

要な調書の電子化について、引き続き検討を行う。 

② 情報共有化システムの整備 

      振興会事業全般の情報共有として、グループウェアを用いた情報共有化を推進し、

横断的かつ業務効率化に資するデータベースを引き続き構築する。また、データベ

ースの更新に当たっては、職員が負荷なく直接行えるよう容易かつ効率的な方法を

模索する。 

③ ホームページの充実 

      公募情報を中心として、振興会の業務内容に関する最新情報をホームページで迅
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速に提供し、一般国民や研究者のニーズに応える的確かつ見やすい情報提供に努め

る。 

また、ホームページの情報量増加に伴い、閲覧者が必要な情報にアクセスしづら

くなりつつあるため、利用者へのアクセシビリティを考慮したホームページの構築

を行う。 

④ 情報セキュリティの確保 

個人情報など機密情報を守るため、情報セキュリティポリシーの遵守を徹底する。 

    また、職員等に対して情報セキュリティに関する意識を高めるために、セキュリ

ティ講習を年 1回実施する。 

 

（７）研究費の不正使用及び不正行為の防止 

事業説明会実施時等において、研究費の不正使用及び不正行為の防止策についての

助言、注意喚起等を行い、国のガイドライン等に基づき、不正の防止に対する研究機

関の取組の強化及び研究者の意識改革の促進などにより不正の防止に努める。 

 

（８）内部統制の充実 

監事監査については、一般的な業務・会計監査のほか重点項目を引き続き設けるこ

ととし、外部監査については監査法人による任意監査を行う。 

 

２ 学術研究の助成 

学術研究が効果的に進展するよう、学術システム研究センターの機能を活用して、公

正で透明性の高い審査・評価を実施するとともに、業務の簡素化と必要な拡充を図りつ

つ、研究者の視点に立った助成事業を実施する。 

科学研究費補助金事業は、文部科学省が定める事業実施における基本的考え方・役割

分担に基づき業務を行う。 

平成２１年度においては、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｓ）、若手研究（ス

タートアップ）、奨励研究、研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図書、データ

ベース）、特別研究員奨励費及び学術創成研究費について、交付業務及び公募・審査業

務を行う。また、文部科学省が交付する特別推進研究、若手研究（Ａ・Ｂ）の公募・審

査業務を行う。 

 

（１）審査・評価の充実 

前年度までの経験に基づき、学術システム研究センターの機能を有効に活用しなが

ら制度の改善を図り、公正な審査委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構

築を行う。 

① 審査業務 

（ⅰ） 科学研究費委員会を開催して、文部科学省科学技術・学術審議会が示す「審

査の基本的考え方」を踏まえ、科学研究費委員会において「科学研究費補助金（基

盤研究等）における審査及び評価に関する規程」を改正する。 

また、配分審査のための小委員会を開催し、応募された研究課題の審査を行う。 
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（ⅱ） 審査委員の選考については、審査委員候補者データベースを充実しつつ、専

門的見地から、より適切な審査委員を選考するため、学術システム研究センタ

ーの研究員の幅広い参画を得て実施する。 

（ⅲ） 研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、合議審査において、

研究計画調書に記載された他の研究費への応募・採択状況を確認するとともに、

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を活用し、審査結果を他の競争的資金

の配分機関に対し迅速に提供する。 

② 評価業務 

（ⅰ） 研究進捗評価の実施 

特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費については、当該研究課

題の研究の進捗状況を把握し、当該研究の今後の発展に資するため、現地調査・

ヒアリング・書面・合議により研究進捗評価を行う。また、その評価結果につ

いては、ホームページにおいて広く公表する。 

（ⅱ） 事後評価の実施 

特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費の研究課題のうち、研究

進捗評価を行わない研究課題については、現地調査・ヒアリング・書面・合議

により事後評価を行う。 

また、その評価結果については、ホームページにおいて広く公開する。 

 

（２）助成業務の円滑な実施 

① 募集業務（公募） 

平成２２年度公募に関する情報については、科学研究費補助金に関するホームペ

ージにより公表するとともに、研究計画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に

入手できるようにする。 

  また、応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費

委員会において審査方針等を決定後、速やかに公表する。 

② 交付業務 

      平成２１年度科学研究費補助金について、科学研究費委員会の審査結果に基づき、

基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｓ）、若手研究（スタートアップ）、奨励

研究、研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図書、データベース）、特別研

究員奨励費及び学術創成研究費の交付業務を迅速に行う。 

      また、平成２０年度に交付した科学研究費補助金に係る実績報告書の提出を受け、

額の確定を行う。 

・ 採否に関する通知は、４月上旬までに行う。 

・ 応募者に対する審査結果の開示の通知は、５月下旬までに行う。 

・ 額の確定は、７月中旬までに行う。 

③ 不正使用及び不正受給の防止 

研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担

のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている

報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要
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に応じ適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させる。 

また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正

行為の防止策について、助言・注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革

を促進するとともに、振興会による監査を充実することにより不正の防止に努める。 

④ 電子システムの導入・活用 

（ⅰ） 応募手続 

平成２１年度においては、特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究及び若

手研究の応募書類の受付を電子システムにより行う。 

（ⅱ） 審査業務 

特別推進研究の審査意見書及び基盤研究、挑戦的萌芽研究並びに若手研究の

書面審査の結果の受付については、電子システムにより行う。 

（ⅲ） 交付業務 

９月中旬の若手研究（スタートアップ）の交付申請書受付を電子システムに

より試行的に行い、その結果を踏まえ、他の研究種目の交付申請書受付への電

子システムの導入を検討する。 

⑤ 科学研究費補助金説明会の実施 

大学等の研究機関への事業説明を、文部科学省との共同実施、研究機関からの要

望に応じての実施などにより、全国各地で行い、制度の改善等に係る正しい理解の

促進を図る。その際、地域バランスに配慮する。 

また、制度に係るパンフレット、説明資料の向上を図る。 

 

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及 

① 研究成果の把握・公表 

平成２０年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成２０年度に研究期間

が終了した研究課題の研究成果報告書については、国立情報学研究所のデータベー

スにより広く公開する。 

② ひらめき☆ときめきサイエンス事業 

我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金に

よる研究成果をわかりやすく説明することなどを通じて、学術と日常生活との関わ

りや学術がもつ意味に対する理解を深める機会を提供する「ひらめき☆ときめきサ

イエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を全国各地の大学等で幅広

く実施する。 

 

（４）助成の在り方に関する検討 

科学研究費補助金の審査結果について、学術システム研究センターの機能を活用し

つつ検証を行い、事業の改善に反映させる。 

 

３ 研究者の養成 

（１）全般的な取組み 

大学院博士課程（後期）学生や博士の学位を有する者等のうち優れた研究能力を有す
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る若手研究者に資金を支給し、支援する特別研究員事業等を以下のとおり推進する。 

・ 新規支援対象者を採用する。 

・ 支援対象者に対し、円滑に資金を支給する。 

・ 特別研究員及び海外特別研究員の出産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いを

実施する。また、出産育児による中断中も短時間の研究を行うことで、中断後の研究

の再開が円滑に図れるよう、中断期間中に研究奨励金の半額を支給する取扱を実施す

る。 

・ 大学院博士課程在籍者に対する支援については、優れた研究能力を有する外国人留

学生についても、引き続き採用する。 

・ 振興会の研究者養成事業について周知するため、各大学等の要望に基づき、説明会

を開催する。 

 

（２）選考審査の適切な実施 

① 学識経験者により構成される「特別研究員等企画委員会」を開催し、若手研究者の

主体性を重視しつつ、目的や対象者層に応じた審査方針の検討を行う。 

② 新規支援対象者について、審査の独立性を確保する観点から、我が国の第一線の研

究者を審査委員とする「特別研究員等審査会」を設置し、審査方針に基づき、書面審

査に加え面接審査を効果的に活用して選考審査を実施し、内定する。 

③ 引き続き公平で公正な審査体制を維持するため、書面審査の基準及び評価方法の書

面審査員への周知、面接終了後の合議審査により、精度の高い選考、評価を実施する。 

④ 審査会委員、書面専門委員、面接専門委員の役割を明確化し、それらの役割に応じ

た適切な委員・専門委員を学術システム研究センターが候補者データベースを活用し

て作成した候補者名簿案に基づき、「特別研究員等審査会委員等選考会」において選

考する。その際、積極的に女性を登用する。 

⑤ 改定された特別研究員の申請資格について、適切な経過措置を講ずるとともに、説

明会等を開催し、周知に努める。 

⑥ 審査の透明性を確保する観点から審査方針等をホームページ等で公開するととも

に、不採択者に対し、その評価結果を通知する。 

⑦ 特別研究員に対する研究奨励金については、独立行政法人日本学生支援機構の奨学

金との重複受給を防止するため、採用内定者情報を同機構に提供し重複チェック等を

行う。 

 

（３）事業の評価と改善 

特別研究員等審査会が実施した審査内容等について、学術システム研究センターに

おいて分析・検証を行い、審査業務に改善すべき点が生じた場合は、改善につなげる

とともに「特別研究員等企画委員会」において検討を行う。 

高水準の待遇で採用した者（特別研究員-SPD）については、学術システム研究セン

ターの機能を活用して、選考審査から支援終了後のフォローアップに至る一貫性のあ

る評価体制のもと、支給の効果について評価し、その結果を本人に通知する。 

改善事項については、十分な周知期間、経過措置を講じた上で、募集要項等に反映
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させ、ホームページへの掲載、説明会の開催等を行い、広く周知する。 

 

（４）特別研究員事業 

    我が国の大学等の研究機関で研究に専念する優れた若手研究者を支援する特別研究

員事業を円滑に実施する。また、子育て支援や学術研究分野における男女共同参画を推

進する観点も踏まえ、出産育児により研究を中断した、優れた若手研究者が円滑に研究

現場に復帰するための支援を行う特別研究員-RPD を引き続き実施する。 

① 平成２１年度支援対象者に係ること 

（ⅰ） 特別研究員-DC 

我が国の将来を担う創造性に富んだ研究者を養成・確保するため、採用した特

別研究員-DC に対し研究奨励金を支給する。 

（ⅱ） 特別研究員-PD 

我が国の将来を担う創造性に富んだ研究者を養成・確保するため、採用した特

別研究員-PD に対し研究奨励金を支給する。 

（ⅲ） 特別研究員-SPD 

世界最高水準の研究能力を有する若手研究者を養成・確保するため、高水準の

待遇で採用した特別研究員-SPD に対し研究奨励金を支給する。 

（ⅳ） 特別研究員-RPD 

出産・育児により研究を中断した優れた若手研究者の研究現場復帰を支援する

ため、採用した特別研究員-RPD に対し研究奨励金を支給する。 

（ⅴ） 特別研究員（グローバルＣＯＥ） 

「グローバルＣＯＥプログラム」に選定された拠点において採用された特別研

究員（グローバルＣＯＥ）に対し研究奨励金を支給する。 

② 平成２２年度新規採用に係ること 

平成２２年度採用分特別研究員-DC1、DC2、PD及び RPD の公募に際し、更なる申請

者の利便性向上を目的として、電子的に申請書類を受け付けるシステムの改善を検討

する。 

選考審査等に当たっては、特に以下の点に留意する。 

（ⅰ） 特別研究員-PD 

選考審査に当たって、研究者の流動性向上のため、研究の場を大学院在学当時

の所属研究室と同一研究室とする者についてはその正当性を厳しく審査する。 

採用期間中に海外の研究機関等において研究活動を積極的に行うことを「募集

要項」、「諸手続きの手引き」に記載することにより奨励する。 

（ⅱ） 特別研究員-SPD 

特に優れた者を採用するため、特別研究員-PD の書面審査合格者の中から優秀

な者を採用する。 

採用期間中に海外の研究機関等において研究活動を積極的に行うことを「募集

要項」、「諸手続きの手引き」に記載することにより奨励する。 

③ 平成２０年度以前の支援対象者に係ること 

特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門
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的知識を生かす企業等の職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証す

るとともに、調査結果をホームページ上で国民に分りやすい形で公表する。 

 

（５）海外特別研究員事業  

     海外の大学等研究機関に優れた若手研究者を派遣する海外特別研究員事業を円滑に

実施する。 

   海外特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専

門的知識を生かす企業等の職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証す

るとともに、調査結果をホームページ等で国民にわかりやすい形で公表する。 

 

（６）若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム 

   我が国の若手研究者が海外で活躍・研さんする機会の充実・強化を図ることを目的

とし、我が国の大学が、海外の大学等と組織的に連携し、若手研究者が海外において

一定期間研究活動等を行う機会を提供することを支援する。 

 

（７）日本学術振興会賞 

   我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発展させるため、創造性豊

かな優れた研究を進めている若手研究者を見い出し、早い段階から顕彰してその研究

意欲を高め、独創的、先駆的な研究を支援する日本学術振興会賞の募集、選考、授賞

に係る業務を円滑に実施する。 

 

（８）若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム 

科学技術振興調整費における若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラムにつ

いて、選考委員会委員の推薦等、適切な審査が行われるよう協力する。 

 

４ 学術に関する国際交流の促進 

  日本の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し国内外からの要請に応えるべく、

学術に関する国際交流を促進する事業を実施する。なお、公募事業については、学術シ

ステム研究センターや国際事業委員会の機能を有効に活用し、審査の透明性・公平性を

確保しつつ、競争環境の中で厳正な評価を行う。 

 

（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進 

諸外国の学術振興機関との協定等に基づき、共同研究やセミナーの開催、研究者交

流を支援する事業を実施する。その際、各国の研究水準・研究ニーズや外交的観点等、

学術に関する国際交流の必要性に配慮しつつ、円滑に実施する。特にインド・韓国に

ついては、両国の研究者により構成される委員会を活用して運営する。 

また、国際的に取り組むべき課題の解決に向け、研究者からのボトムアップによる

発意に基づき主要国学術振興機関と共同し支援するボトムアップ型国際共同研究の実施

について、諸外国の学術振興機関と協議を行う。 

   なお、海外研究連絡センターにおいては、当該国の学術振興機関との有機的な協力
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の下、セミナー、シンポジウム等を実施する。 

 

（２）研究教育拠点の形成支援 

先端研究分野において、我が国の学術研究機関が欧米等の中核的研究機関と双方向

の大規模な研究交流を行う中で、世界的水準の研究交流拠点の形成及び若手研究人材

の育成を図る先端研究拠点事業を実施する。 

また、大学院教育の国際化及び博士課程における若手研究者の養成のため、ドイツ

研究協会と協力し、日独の大学が大学院における教育研究を共同で行う日独共同大学

院プログラムを実施する。 

 

（３）若手研究者育成のための国際交流支援 

次世代を担う研究者の育成等のため、諸外国の学術振興機関と連携し、学際的な観

点から先端的な研究課題について集中的に議論を行う先端科学シンポジウム事業や、

特定の研究領域に係る著名な研究者の講義等からなる日欧先端科学セミナーを実施す

る。 

また、国際経験を培うべく、ノーベル賞受賞者との討議等を行うリンダウ・ノーベ

ル賞受賞者会議など、国際的な会議等への若手研究者の参加を支援する。 

 

（４）アジア・アフリカ諸国との交流 

① アジア・アフリカにおける研究教育拠点の形成支援等 

アジア・アフリカ諸国との共同研究拠点形成を推進するため、拠点大学交流事業、

アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業を実施する。また、

中韓の対応機関との協議に基づき、日中韓フォーサイト事業を実施する。 

② アジア科学技術コミュニティ形成戦略事業 

我が国が主導的立場に立ってアジアにおける科学技術コミュニティを形成するこ

とを目的とし、「アジア学術振興機関長会議」「HOPE ミーティング」「機動的国際

交流」など多層的なネットワーク形成を支援する各事業を、文部科学省と連携しつ

つ戦略的に実施する。 

③ 論文博士号取得希望者への支援事業  

論文提出により我が国の博士号取得を希望するアジアの若手研究者を支援する事

業を実施する。 

  ④ アジア学術セミナーの開催 

アジアの若手研究者に最新の学術成果を紹介する「アジア学術セミナー」を中国・

インド・韓国それぞれの対応機関と協力して開催する。 

  ⑤ 科学技術研究員派遣支援システム調査 

政府開発援助と連携した科学技術研究員派遣事業の実施において、我が国と開発

途上国との共同研究ニーズの調査・分析及び候補案件を形成するためのマッチング

を行うとともに、有識者による運営委員会を開催し派遣候補者を選定する。 
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（５）研究者の招致 

① 全般的な取組み 

我が国の大学等の研究者からの要請に基づき、共同研究等を実施するため、研究

者のキャリアステージに沿い、その経歴及び訪問目的に即し、優れた外国人研究者

を我が国に招へいする事業を実施する。 

とりわけ、我が国が世界をリードする研究分野において、若手の外国人研究者に

対して我が国の卓越した研究者の指導・監督の下で研究に従事する機会を提供する

ことにより、優れた外国人研究者を確保する。 

また、個々の研究者の招へいに加え、柔軟かつ多様な方法により、研究環境の一

層の国際化を目的とした研究者を招致するため、大学等研究機関における組織的な

招へいの機会を設ける。 

② 外国人特別研究員事業 

外国人特別研究員については、多様な国からの招へいを着実に図る。とりわけ、

欧米諸国からの若手研究者の招へいについては、招へい期間を柔軟に設定し、また

海外研究連絡センターを通じた広報活動を積極的に行うことにより、優秀な若手研

究者の確保に努める。 

また、振興会事業を終えて帰国した研究者のネットワーク強化を図るべく、世界

10 カ国において形成された研究者コミュニティによる活動への支援を拡充すると

ともに、その他の国においても新たな研究者コミュニティの形成を推進する。 

長期に来日する研究員に対しては、我が国での研究生活を円滑に開始するための

オリエンテーションを来日直後に実施するとともに、「来日外国人研究者のための

生活ガイドブック」の配布や日本語研修支援等のフェローサービスを行い、日常生

活面においても支援する。 

更に、我が国の将来を担う高校生等を対象に、科学や国際社会への関心を深めさ

せることを目的とし、外国人研究者が高等学校等において、自身の研究活動や母国

について英語で講義を行うサイエンス・ダイアログを実施する。 

 

（６）大学等における研究環境の国際化支援  

日本の大学の国際化を促進させるため、大学の職員養成のための取組等を支援する。

我が国の大学等の研究者が、国内で開催する国際的な研究集会への支援を行うととも

に、国外で開催される国際的な研究集会への派遣支援を行う。また、国内の大学等の

国際化のための組織的な取組等の分析を行うとともに、諸外国における大学等の国際

化への取組等についての調査研究を踏まえ、大学等一般に適用可能な国際化に資する

モデル開発を行う。 

また、海外研究連絡センターにおいては、各大学が主催するシンポジウムなどの実

施や各大学の海外拠点の活動を支援する。 

 

（７）事業の評価と改善 

学術システム研究センター等の機能を活用しつつ、国際共同研究の基本的な方向性

についての検討を行う。また、事業開始から長期間経過した事業や応募件数の少ない
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小規模事業について、研究者へのサービス向上を図る観点から検討を行う。併せて、

海外の学術振興機関との間で事業の有効性・適切性の相互評価など、事業の成果及び

効果を把握するための手法の検討を行う。 

また、カイロ、ナイロビの両研究連絡センターについては、効率的な業務運営に努

めつつ、増大するアフリカ地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、当該地

域における拠点性など質的な要素についても留意した運営へと転換を図り、学術動向

の収集・発信機能の充実に努める。 

なお、ワシントン研究連絡センターについては、独立行政法人科学技術振興機構の

ワシントン事務所の機能にも着目しつつ、効率的な運営の観点から、同事務所の共同

設置・運用に向けた検討を行う。 

 

５ 学術の応用に関する研究の実施 

○ 異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業 

人文科学・社会科学を中心に異分野の融合を図り、方法的革新を通じて既存の知の

体系の根源的な変革や飛躍的な進化を目指した、「総合研究」を推進する。 

平成２１年度は、学識経験者等で構成する委員会を組織し、適切な企画を行うとと

もに、その実施を図る。 

 

６ 学術の社会的連携・協力の推進 

学界と産業界の第一線の研究者等からのボトムアップによる発意に基づき、自由な研

究発表、情報交換を行う場を提供し、産学協力の橋渡しを行う。 

・ 産学協力総合研究連絡会議 

産学協力研究委員会等諸事業の充実強化を図るとともに、学界と産業界との学術の

社会的協力によって発展が期待される分野やその推進方策を検討する。 

・ 産学協力研究委員会 

産学の研究者の要請や研究動向に関し幅広い角度から自由に情報・意見交換を行う

とともに、蓄積された成果発信の場として国際シンポジウム等の開催、活動成果の刊

行を行う。 

・ 研究開発専門委員会 

将来発展が期待される分野及び解決すべき課題について、専門的な調査審議を行う。 

 

７ 国の助成事業に関する審査・評価の実施 

（１）２１世紀ＣＯＥプログラム 

国の助成事業である「２１世紀ＣＯＥプログラム」について、専門家による委員会

を開催し、評価等を行う。 

平成２１年度は、平成１６年度に採択されたプログラムの事後評価を行う。 

その際、２１世紀ＣＯＥプログラム委員会、同総合評価部会及び同審査・評価部会

において、専門家による公正な評価体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、

適切かつ円滑な運営を図りつつ、情報公開に努める。 
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（２）グローバルＣＯＥプログラム 

   国の助成事業である「グローバルＣＯＥプログラム」について、専門家による委員

会を開催し、審査・評価を行う。 

平成２１年度は、新たに公募するプログラムの審査・選定を行うとともに、平成１

９年度に採択されたプログラムの中間評価を行う。 

その際、グローバルＣＯＥプログラム委員会を開催するとともに、専門分野の部会

を設け、専門家による公正な審査・評価体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確

保し、適切かつ円滑な運営を図りつつ、情報公開に努める。 

 

（３）組織的な大学院教育改革推進プログラム 

国の助成事業である「組織的な大学院教育改革推進プログラム」について、専門家

による委員会を開催し、審査等を行う。 

平成２１年度は、新たに公募するプログラムの審査・選定を行う委員会を開催する

とともに、専門家による公正な審査体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、

適切かつ円滑な運営を図りつつ、情報公開に努める。 

 

（４）質の高い大学教育推進プログラム 

平成２０年度に審査を実施した、国の助成事業である「質の高い大学教育推進プロ

グラム」については、採択されたプログラムの情報公開に努める。 

 

（５）大学教育推進プログラム 

国の助成事業である「大学教育推進プログラム」について、専門家による委員会を

開催し、審査を行う。 

平成２１年度においては、公募するプログラムの審査・選定を行う委員会を開催す

るとともに、専門家による公正な審査体制を整備し、透明性、信頼性を確保し、適切

かつ円滑な運営を図りつつ、情報公開に努める。 

 

（６）世界トップレベル研究拠点プログラム 

国の助成事業である「世界トップレベル研究拠点プログラム」について、専門家に

よる委員会を開催するとともに評価業務・管理業務を実施する。 

   平成２１年度は、平成１９年度に採択された５拠点についてのフォローアップ・管

理業務を行う。 

   その際、プログラムを担当するＰＤ・ＰＯを配置し、専門的な観点からプログラム

の進捗状況を管理する。 

 

（７）政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進 

   国の「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」及び「近未来の課題解決

を目指した実証的社会科学研究推進事業」について、評価業務・プロジェクト管理業

務を実施する。 

   平成２１年度は、最終年度の課題について評価を行うとともに、選定課題について
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プロジェクト管理を行う。 

その際、専門家による公正な評価体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、

適切かつ円滑な運営を図りつつ、情報公開に努める。 

 

（８）国際化拠点整備事業（グローバル３０） 

国の助成事業である「国際化拠点整備事業（グローバル３０）」について、専門家

による委員会を開催し、審査を行う。 

平成２１年度は、公募するプログラムの審査・選定を行う委員会を開催するととも

に、専門家による公正な審査体制を整備し、透明性、信頼性を確保し、適切かつ円滑

な運営を図りつつ、情報公開に努める。 

 

８ 調査・研究の実施 

学術システム研究センターの研究員を中心として、海外研究連絡センターとの連携に

よる諸外国における学術振興施策の状況調査及び国内外の学術研究動向、研究者動向等

の調査・研究を実施し、結果をとりまとめ、今後の振興会事業に反映させることとする。 

  特に学術研究動向については、学術システム研究センター研究員全員が専門分野にか

かる学術動向調査研究を実施し、その成果を参考として行うより適切な審査委員の選考

や、最新の学術動向を反映させた評価システムの整備など、振興会が行う審査・評価業

務等の向上に役立てる。 

  また、これらの成果については、必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等に

おいて公表する。 

 

９ 広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用 

（１）広報と情報発信の強化 

   国民及び研究者等に向けた広報の在り方、実施方法についての協議を行い、その検

討結果を踏まえた適切な広報に努める。 

   また、各事業の実施状況等、学術研究に関わる情報について、以下の方法により公

開し、普及に努める。 

  ① ホームページへの掲載 

    各事業の概要、支援の内容等についてホームページに掲載する。 

  ② パンフレット等の配布 

    振興会の事業内容について分かり易く編集された和文・英文のパンフレットを作

成し、学術機関、行政機関、海外の諸機関に対して送付するほか、必要に応じて事

業毎にパンフレットを作成・配布する。 

③ インターネットを活用したメルマガ方式により、公募案内や行事予定等の情報提

供を行う。 

④ 英文ニューズレター 

英文ニューズレターを年 4回（各回 16,000 部）発行し、振興会の事業により来日

したことのある外国人研究者、海外の学術振興機関、在日大使館等に配布する。 
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（２）成果の普及・活用 

学術システム研究センターの調査・研究の成果については、事業の企画・立案に反

映させるとともに、必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表す

る。 

 

１０ 前各号に附帯する業務 

学術研究の推進に資する事業として以下のとおり前各号に附帯する業務を毎年度着実

に実施する。 

（１）国際生物学賞にかかる事務 

国際生物学賞委員会により運営され、生物学研究に顕著な業績を挙げた研究者を顕

彰することにより国際的にも高い評価を受けている国際生物学賞の第２５回顕彰にか

かる事務を行うとともに、第２６回顕彰に向けた準備・支援の事務を積極的に実施す

る。また、募金趣意書を配布するなど、国際生物学賞基金への募金活動に努める。 

 

（２）学術関係国際会議開催にかかる募金事務 

   学術関係国際会議の開催のため、指定寄付金による募金、並びに特定公益増進法人

としての募金の事務を行う。 

 

（３）個別寄付金及び学術振興特別基金の事業 

   寄付金を受入れ、寄付者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄付金事業及び

事業分野をあらかじめ特定しないで助成する学術振興特別基金の事業を行う。 

 

１１ 平成２１年度補正予算（第１号）に係る業務 

（１）先端研究助成業務 

補助金の適切な管理・運用の体制を構築し、国から交付される補助金により先端研

究助成基金を造成する。その際、特別の勘定を設け、区分経理を行う。 

本基金により、最先端研究開発支援プログラムに選定された補助事業者に対して助

成金の交付を行う。 

また、最先端研究開発支援プログラムに附帯する調査業務を行う。 

① 助成業務 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に則し、本事業の取扱要領等

関係規程を整備し、補助事業者に対して速やかに助成金を交付する。 

② 執行管理 

助成金の適切な執行を確認するため、助成金の執行状況等の把握に努める。 

③ 調査業務 

内閣府からの委託により、「最先端研究開発支援プログラム推進のための調査研

究」を実施する。 

 

（２）研究者海外派遣業務 

補助金の適切な管理・運用の体制を構築し、国から交付される補助金により研究者
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海外派遣基金を造成する。その際、特別の勘定を設け、区分経理を行う。 

本基金により研究者海外派遣業務として優秀若手研究者海外派遣事業及び組織的な

若手研究者等海外派遣プログラムの公募を行い、若手研究者を海外の大学等研究機関

に派遣する。 

① 優秀若手研究者海外派遣事業 

（ⅰ） 助成業務 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定に則り、助成金の取

扱要領等関係規程を整備するとともに、派遣される助教等常勤研究者及び日本

学術振興会特別研究員に対して、滞在費等を適正に交付できるようにする。 

（ⅱ） 募集業務 

我が国の大学等研究機関に所属する助教等常勤研究者及び日本学術振興会特

別研究員を対象とした募集を行うため、募集要項を整備するとともに、申請者

が申請し易いよう申請受付を複数回行うなど配慮する。 

また、事業の趣旨・目的等をより広く周知するため、説明会を実施する。 

（ⅲ） 審査業務 

事業の審査は、審査方針に基づき特別研究員等審査会において行い、派遣対

象者を選考する。 

 

② 組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

（ⅰ） 助成業務 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定に則り、助成金の取

扱要領等関係規程を整備するとともに、助成の対象とされた我が国の大学等研

究機関に対して滞在費等を適正に交付できるようにする。 

（ⅱ） 公募業務 

若手研究者に海外の大学等研究機関や研究対象地域において研究を行う機会

を提供する我が国の大学等研究機関を対象とした公募を行うため、公募要領を

整備するとともに、申請者が申請し易いよう申請受付期間を長く設けるよう配

慮する。 

また、事業の趣旨・目的等をより広く周知するため、説明会を実施する。 

（ⅲ） 審査業務 

事業の審査は、審査方針に基づき国際事業委員会において行い、採択事業を

選考する。審査を行うにあたっては、国際事業委員会の下に専門家による公正

な審査体制を整備し、透明性、信頼性を確保し、適切かつ円滑な運営を図る。 

 

（３）先端学術研究人材養成事業 

 我が国が世界をリードし得る先端的研究拠点において、国際的に卓越した内外の研

究者の指導・監督により若手研究者を育成するため、海外の著名研究者及び若手研究

者を組織的に招へいする取り組みを支援する。平成２１年度においては、１０機関以

上を支援し、１００名以上の著名研究者及び若手研究者を招へいする。 
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第二 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 業務運営の効率化 

業務運営については、既存事業の徹底した見直し、効率化を図る。また、組織体制、

業務分担の見直しについて検討を行い、事務手続き、決裁方法など、事務の簡素化・合

理化を促進する。これらにより一般管理費（人件費を含む。）については、中期目標期

間中の初年度と比して年率３％以上の効率化を達成するための取組を行う。その他の事

業費（競争的資金を除く。）について、平成２０年度予算に対して１％以上の削減を図

る。また寄付金事業等についても業務の効率化を図るなど、中期計画に従い業務の効率

化を図る。 

なお、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において削減対

象とされた人件費については、平成２２年度までに平成１７年度の人件費と比較し、５％

以上削減し、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月

７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成２３年度まで

継続する。そのため、平成２１年度の人件費については、平成２０年度の人件費と比較

し、概ね１％の削減を目安とする。ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分、

競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員について

は削減対象から除く。 

具体的には、職員給与の昇級号俸数の抑制を行うことなどにより、総人件費の縮減を

図る。 

業務の実施に当たり委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「公共調達の

適正化について」（平成１８年８月２５日付け財計第 2017 号。財務大臣から各省各庁の

長あて。））等を踏まえ、一般競争入札の範囲の拡大や随意契約の見直し等を通じた業

務運営の一層の効率化を図ることとする。 

業務の効率化を図る際、研究者等へのサービスの低下を招かないよう配慮する。 

 

２ 職員の能力に応じた人員配置 

能力に応じた処遇、人員配置を可能にするため、複数の評定者による客観的な勤

務評定をより厳格に行い、給与への反映を図る。 

 

３ 情報インフラの整備 

（１）業務システムの開発・改善 

   会計システムについては、伝票を電子的に処理するとともに、会計帳簿についても

電子的に管理し、独立行政法人会計基準に則り効率的かつ適正な会計処理を行う。 

 

（２）情報管理システムの構築 

   業務に必要な振興会内の諸手続については、情報共有ソフト（グループウェア）を

活用し、効率的な業務運営が実施できるよう引き続き整備を行う。 
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４ 外部委託の促進 

  事業の効率的な遂行のための外部委託については、効率化が図られる業務や分野、部

門を調査し、外部委託の有効性を検討し、外部委託を促進する。 

 

５ 随意契約の見直し及び監査の適正化 

（１）随意契約の見直し 

「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するため、契約手法の工夫によ

り、随意契約件数を減少させる。また、取組状況については、随意契約実績として、

年度末にホームページに公開する。 

 

（２）監査の適正化 

随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施については、

引き続き監事による監査を受けるとともに、監査法人等によるチェックを要請す

る。 

   また、監査結果については、監査終了後に公開する。 

 

６ 決算情報・セグメント情報の公表 

決算情報とともにセグメント情報を公表する。 

 

７ 基金の管理及び運用 

  安全かつ安定的な基金の運用を図るため、基金管理委員会を組織する。基金管理委員

会は、安全性や利便性等に優れた金融機関を取引銀行として選定するとともに、流動性

も考慮に加えつつ基金の運用方針を適切に定める。 

また、基金の運用状況を確認するとともに、必要に応じて、安全な金融機関の選択や

効率的な金融商品の選択等に関する運用方針の見直しを行う。 

 

第三 予算、収支計画及び資金計画 

  

１ 予算 

別紙１－１～１－４のとおり 

 

２ 収支計画 

別紙２－１～２－４のとおり 

 

３ 資金計画 

別紙３－１～３－４のとおり 

 

第四 短期借入金の限度額 

 

  短期借入金の限度額は７２億円とする。短期借入が想定される事態としては、運営費交
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付金の受入れに遅延が生じた場合である。 

 

第五 重要な財産の処分等に関する計画 

 

  重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 

 

第六 剰余金の使途 

 

  振興会の決算において剰余金が発生した時は、広報・情報提供の充実、調査研究の充実、

情報化の促進に充てる。 

 

第七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

１ 施設・設備に関する計画 

  施設・設備に関する計画はない。 

 

２ 人事に関する計画 

（１）職員の研修計画 

職員の専門性及び意識の向上を図るため、下記の研修を実施する。 

また、資質の向上を図るため、外部で実施される研修に職員を参加させる。 

① 語学研修 

② 海外の機関での研修 

③ 情報セキュリティ研修（１回） 

 

（２）人事交流 

   国立大学法人等との人事交流を行い、質の高い人材の確保・育成を図り、適切な人

事配置を行う。 

 

（３）人事評定 

   職員の業務等の勤務評定を実施し、その結果を処遇、人事配置等に適切かつ具体的

に反映することで、人材の効果的活用や職員の職務遂行能力・方法の向上を図る。 

 

（４）競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員にか

かる人事配置 

実務経験を有する質の高い人材の確保を図り、適切な人事配置を行う。 

 

（５）職員の福利・厚生 

   職員の勤務環境を整備するため、必要な福利・厚生の充実を図る。 
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３ 人件費に関する指標 

（参考１） 

平成２１年度中「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成18年度法律第47号）等に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基準とした

削減対象人件費は、総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付職員に係る人件費を

除き、総額７０８百万円。 

 

（参考２） 

平成２１年度中、上記の削減対象となる人件費に総人件費改革の取組の削減対象除外

となる任期付職員に係る人件費を含めた人件費額は、総額８６１百万円（ただし、この

金額は、今後の国からの委託費、補助金、競争的研究資金の獲得状況により増減があり

得る。） 
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（別紙１－１） 
 

平成２１年度 予算（総括表） 
（単位：百万円） 

      区    分 金   額 
収入 
 運営費交付金 
  うち補正予算による追加 
国庫補助金収入 

  科学研究費補助金 
  研究拠点形成費等補助金 
  大学改革推進等補助金 
  国際化拠点整備事業費補助金 
  科学技術総合推進費補助金 

先端研究助成基金補助金 
研究者海外派遣基金補助金 

 事業収入 
 寄付金事業収入 
 産学協力事業収入 
 学術図書出版事業収入 
 受託事業収入 

計 

      ２９，１６７
４９５

２８５，９０７
１２７，７７１

２５４
１２０
 ４９
１４９

１５０，０００
７，５６４

１１６
１３６
２８１

１
６０５

３１６，２１４
支出 
 一般管理費 
  うち人件費 
    物件費 
 事業費 
  うち人件費 
    物件費 

うち先端学術研究人材養成事業 
 科学研究費補助事業費 
 研究拠点形成費等補助事業費 
 大学改革推進等補助事業費 
 国際化拠点整備事業費補助事業費 
 科学技術総合推進費補助事業費 
先端研究助成事業費 
研究者海外派遣事業費 
寄付金事業費 

 産学協力事業費 
 学術図書出版事業費 
 受託事業費 

計 

６３０
３２０
３０９

２８，７０１
５６９

２８，１３２
４９５

１２７，７７１
２５４
１２０
 ４９
１４９

３０，０００
２，４６９

１３６
２８１

１
６０５

１９１，１６７
※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 基金補助金は次年度以降分を含めた金額を一括で収入額に計上しているため収

支が一致しない。 

※３ 運営費交付金収入には、平成２１年度補正予算（第１号）により「経済危機対

策」（平成21年4月10日）の「底力発揮・２１世紀型インフラ整備」のために措置

された、我が国の経済成長の鍵を握る人材力を強化するための先端学術研究人材

養成事業が含まれている。 

※４ 競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員

にかかる人件費は総額１５３百万円。（ただし、この金額は今後の競争的研究資金、

国からの委託費、補助金及び民間資金の獲得の状況により増減があり得る。） 
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（別紙１－２） 

 

平成２１年度 予算（一般勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

運営費交付金 

  うち補正予算による追加 

国庫補助金収入 

  科学研究費補助金 

  研究拠点形成費等補助金 

  大学改革推進等補助金 

  国際化拠点整備事業費補助金 

  科学技術総合推進費補助金 

 事業収入 

 寄付金事業収入 

 産学協力事業収入 

 学術図書出版事業収入 

 受託事業収入 

計 

２９，１６７

４９５

１２８，３４３

１２７，７７１

２５４

１２０

４９

１４９

３８

１３６

２８１

１

６０５

１５８，５７２

支出 

一般管理費 

  うち人件費 

    物件費 

 事業費 

  うち人件費 

    物件費 

うち先端学術研究人材養成事業 

 科学研究費補助事業費 

 研究拠点形成費等補助事業費 

 大学改革推進等補助事業費 

 国際化拠点整備事業費補助事業費 

 科学技術総合推進費補助事業費 

 寄付金事業費 

 産学協力事業費 

 学術図書出版事業費 

 受託事業費 

計 

５０４

２５２

２５２

２８，７０１

５６９

２８，１３２

４９５

１２７，７７１

２５４

１２０

４９

１４９

１３６

２８１

１

６０５

１５８，５７２

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 運営費交付金収入には、平成２１年度補正予算（第１号）により「経済危機対

策」（平成21年4月10日）の「底力発揮・２１世紀型インフラ整備」のために措置

された、我が国の経済成長の鍵を握る人材力を強化するための先端学術研究人材

養成事業が含まれている。 

※３ 競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員

にかかる人件費は総額１５３百万円。（ただし、この金額は今後の競争的研究資金、

国からの委託費、補助金及び民間資金の獲得の状況により増減があり得る。） 
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（別紙１－３） 

 

平成２１年度 予算（先端研究助成業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

国庫補助金収入 

 先端研究助成基金補助金 

事業収入 

計 

１５０，０００

７５

１５０，０７５

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

先端研究助成事業費 

計 

６２

３８

２４

３０，０００

３０，０６２

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 基金補助金は、次年度以降分を含めた金額を一括で収入額に計上しているため

収支が一致しない。 
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（別紙１－４） 

 

平成２１年度 予算（研究者海外派遣業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

国庫補助金収入 

 研究者海外派遣基金補助金 

事業収入 

計 

７，５６４

３

７，５６７

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

研究者海外派遣事業費 

計 

６３

３０

３３

２，４６９

２，５３２

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 基金補助金は次年度以降分を含めた金額を一括で収入額に計上して

いるため収支が一致しない。 

 - 23 -
325



（別紙２－１） 

 

平成２１度 収支計画（総括表） 

 

（単位：百万円） 

区    分 金    額 

費用の部 

 経常経費 

  業務経費 

 うち先端学術研究人材養成事業 

  科学研究費補助事業費 

  研究拠点形成費等補助事業費 

  大学改革推進等補助事業費 

  国際化拠点整備事業費補助事業費 

  科学技術総合推進費補助事業費 

先端研究助成事業費 

研究者海外派遣事業費 

寄付金事業費 

  産学協力事業費 

  学術図書出版事業費 

  受託事業費 

一般管理費 

  減価償却費 

 

収益の部 

 運営費交付金収益 

  うち補正予算による追加 

科学研究費補助金収益 

 研究拠点形成費等補助金収益 

 大学改革推進等補助金収益 

 国際化拠点整備事業費補助金収益  

 科学技術総合推進費補助金収益 

先端研究助成基金預り金取崩益 

研究者海外派遣基金預り金取崩益 

業務収益 

 寄付金事業収益 

 産学協力事業収益 

 学術図書出版事業収益 

 受託事業収益 

 資産見返負債戻入 

 

純利益 

総利益 

 

１９１，１８０

２９，０３３

４９５

１２７，５０４

２５４

１２０

４９

１４９

３０，０００

２，４６９

１３５

２６０

１

５６３

６３０

１４

１９１，１８０

２９，１６７

４９５

１２７，７７１

２５４

１２０

 ４９

１４９

２９，９８８

２，５２９

    １１６

１３６

２８１

１

６０５

１４

      ０

０

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 業務経費には、平成２１年度補正予算（第１号）により「経済危機対策」（平

成 21 年 4 月 10 日）の「底力発揮・２１世紀型インフラ整備」のために措置され

た、我が国の経済成長の鍵を握る人材力を強化するための先端学術研究人材養成

事業が含まれている。 
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（別紙２－２） 

 

 

平成２１年度 収支計画（一般勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

業務経費 

 うち先端学術研究人材養成事業 

科学研究費補助事業費 

研究拠点形成費等補助事業費 

大学改革推進等補助事業費 

国際化拠点整備事業費補助事業費 

科学技術総合推進費補助事業費 

寄付金事業費 

産学協力事業費 

学術図書出版事業費 

受託事業費 

一般管理費 

減価償却費 

 

収益の部 

運営費交付金収益 

 うち補正予算による追加 

科学研究費補助金収益 

研究拠点形成費等補助金収益 

大学改革推進等補助金収益 

国際化拠点整備事業費補助金収益 

科学技術総合推進費補助金収益 

業務収益 

寄付金事業収益 

産学協力事業収益 

学術図書出版事業収益 

受託事業収益 

資産見返負債戻入 

 

純利益 

総利益 

１５８，５８５

２９，０３３

４９５

１２７，５０４

２５４

１２０

４９

１４９

１３５

２６０

１

５６３

５０４

１４

１５８，５８５

２９，１６７

４９５

１２７，７７１

２５４

１２０

４９

１４９

３８

１３６

２８１

１

６０５

１４

０

０

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 業務経費には、平成２１年度補正予算（第１号）により「経済危機対策」（平

成21年4月10日）の「底力発揮・２１世紀型インフラ整備」のために措置された、

我が国の経済成長の鍵を握る人材力を強化するための先端学術研究人材養成事業

が含まれている。 
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（別紙２－３） 

 

平成２１年度 収支計画（先端研究助成業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

先端研究助成事業費 

一般管理費 

 

収益の部 

先端研究助成基金預り金取崩益 

業務収益 

 

純利益 

総利益 

 

３０，０６２

３０，０００

６２

３０，０６２

２９，９８８

７５

０

０

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙２－４） 

 

平成２１年度 収支計画（研究者海外派遣業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

研究者海外派遣事業費 

一般管理費 

 

収益の部 

研究者海外派遣基金預り金取崩益 

業務収益 

 

純利益 

総利益 

 

２，５３２

２，４６９

６３

２，５３２

２，５２９

３

０

０

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙３－１） 

 

平成２１度 資金計画（総括表） 

 

（単位：百万円） 

区    分 金    額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 うち先端学術研究人材養成事業 

次期繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

  うち補正予算による追加 

科学研究費補助金による収入 

研究拠点形成費等補助金による収入 

大学改革推進等補助金による収入 

 国際化拠点整備事業費補助金による収入 

 科学技術総合推進費補助金による収入 

先端研究助成基金補助金による収入 

研究者海外派遣基金補助金による収入 

寄付金事業による収入 

 産学協力事業による収入 

 学術図書出版事業による収入 

 受託事業による収入 

 その他の収入 

前期繰越金 

１９１，５６９

４９５

１２９，６３５

３１６，５８６

２９，１６７

４９５

１２７，７７１

２５４

１２０

４９

１４９

１５０，０００

７，５６４

１３６

２８１

１

６０５

４８８

４，６１８

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 資金収入には、平成２１年度補正予算（第１号）により「経済危機対策」（平

成21年4月10日）の「底力発揮・２１世紀型インフラ整備」のために措置された、

我が国の経済成長の鍵を握る人材力を強化するための先端学術研究人材養成事業

が含まれている。 
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（別紙３－２） 

 

平成２１年度 資金計画（一般勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

 うち先端学術研究人材養成事業 

次期繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

うち補正予算による追加 

科学研究費補助金による収入 

研究拠点形成費等補助金による収入 

大学改革推進等補助金による収入 

国際化拠点整備事業費補助金による 

収入 

科学技術総合推進費補助金による収入 

寄付金事業による収入 

産学協力事業による収入 

学術図書出版事業による収入 

受託事業による収入 

その他の収入 

前期繰越金 

１５８，９７４

４９５

４，５８７

１５８，９４４

２９，１６７

４９５

１２７，７７１

２５４

１２０

４９

１４９

１３６

２８１

１

６０５

４１０

４，６１８

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 資金収入には、平成２１年度補正予算（第１号）により「経済危機対策」（平

成21年4月10日）の「底力発揮・２１世紀型インフラ整備」のために措置された、

我が国の経済成長の鍵を握る人材力を強化するための先端学術研究人材養成事業

が含まれている。 
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（別紙３－３） 

 

平成２１年度 資金計画（先端研究助成業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

次期繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

  先端研究助成基金補助金による収入 

その他の収入 

３０，０６２

１２０，０１２

１５０，０７５

１５０，０００

７５

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙３－４） 

 

平成２１年度 資金計画（研究者海外派遣業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

次期繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

  研究者海外派遣基金補助金による収入 

その他の収入 

２，５３２

５，０３５

７，５６７

７，５６４

３

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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平成２１年度事業 
自己点検評価・外部評価の実施経緯 

 

 

平成22年3月30日 

独立行政法人日本学術振興会平成22年度自己点検評価実施要領の制定 

「独立行政法人日本学術振興会平成21年度事業の評価手法について」の決定 

 

平成22年6月1日 

独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会を開催 

議題：平成21年度事業に係る自己点検評価について 

 

平成22年6月3日 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第１回）を開催 

議題 １）自己点検・外部評価等について 

２）平成２１年度事業の外部評価項目の分担について 

３）平成２０年度事業に係る外部評価結果のフォローアップについて 

 

平成22年6月3日～14日 

外部評価委員に対し、個別に事業説明を実施 

 

平成22年6月3日～23日 

外部評価委員による平成21年度事業の外部評価（案）の検討 

 

平成22年7月1日 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第２回）を開催 

議題：平成21年度事業の外部評価について 

 

平成22年6月3日～7月9日 

外部評価委員による全般的な意見（案）の検討 

 

平成22年7月15日 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第３回）を開催 

議事：１）外部評価結果（案）について 

２）外部評価の総括（案）について 

 
平成22年7月15日 

独立行政法人日本学術振興会理事長に対し、外部評価報告書を提出 
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独立行政法人日本学術振興会 

平成２１年度事業自己点検評価・外部評価報告書 

 

平成２２年７月発行 

発行・連絡先 独立行政法人日本学術振興会 

         東京都千代田区一番町６番地 

         ＴＥＬ ０３－３２６３－３４６１ 

         ＦＡＸ ０３－３２３７－８２３８ 

                ホームページ  http://www.jsps.go.jp/ 
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